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一般大衆の關心はぎこへ

ĵurnalismo利用はエス語の俗惡化か

運動後援會が各方而へnovajoを供給するのでエスペラントがこの頃ĵurnalismoの波にの 

ってきた。エスペラントがĵurnalismoの波にのったって何になるかといふ人がある。これこ 

そエス語の俗惡化であり墮落であるといふ。この意見は一應肯定できる。新聞がエス語のこと 

を書きたてたからといってエス語の實寳そのものは何等向上するわけではない。エスベランチ 

ストはふえてもこない。唯少々エスペランチストの天狗の鼻をたかくするだけでヽ下手にまご 

っくとエスペランチストが神がかりになって氣力:變になりはしないかと心配せねばならぬ位が 

おちかもしれない。

しかしこれは盾の一面を見た觀察である。人間といふ動物は二人集ると下らぬ世間話で貴重 

な時間を空費するものだ。彼等は每朝新聞を手にして何かめづらしいnovajoがないかと眼を 

皿の樣にして見るものだ。社會面所謂三面記事が政治而と共に新聞の最も力瘤を入れてゐる部 

門だ。特種もまたこの頁にあってこそ記者の手柄になるのだ。 .

エスペラント坊やの記事がでたりエス語の日米親善使節孃の記事がでたりすることはエス語 

の本貫に何のかかはりもないものである。しかしこのくだらないcエス認の本質からみて下ら 

ないの意）記事が新聞に出ると一般大衆はエス語についての注意を喚起されるのである。こう 

いった記事が多く出れば出る程一般大衆のエス語に對する號心が高まり又エス語が彼等の日常 

の話題になるのである。くエス語がĵurnalismoの波にのった本年の四五月頃からのエス書の 

賣行をその以前に比べてみてこの事實が立證される）。大衆のエス語に對する關心が髙まれば 

高まる程一般知識階級も之に關心をもっことになり文化諸團體とか放送局とかいったものが工 

ス語に對してfavoraに動いてくることはあきらかである。

我々は抽象論を上下したくない。玫實をみよう〇例をsportoにとってみる。二十年三十年前 

の日本のsportoといふものは實にみじめなもので1912年のストックホルムのオリンビック大 

會には日本からは金栗氏力科E一人出席してマラソンに加った位の有樣だった。そのsportoも 

ĵurnalismoがとり花げて一瑕のsporto C特に野球）を支援し始めたのでH本のsportoは急速 

に發展し1932年のロサンゼルスのオリンビック大會には日本から131名の選手をおくり今年 

の伯林大會には180名の選手をおくりsporto國としての日本は大躍進をとげた。これ全く 

ĵurnalismoの力によることをわすれてはならない。sportoのための荻牲も相當多い。しかし 

新聞はあげてsporto禮讚である。日刊新関のsporto脚は一頁に撮張された。伯林のオリン 

ビックを前にして全國のsportoのファンの血をわかせてゐる。新聞がかきたてたので體育が 

向上したのではない。新聞がかきたてるのでsporte嫌ひの人々もその子弟のsportoを聽容す 

る樣になる。C二昔も前にはsporto狂の厚生子弟は親から勘當されたものだ。*）こうなってくる
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と猫も杓子もsporto狂だ。址をあげこsportoファンをつくる。その力が優秀な選手をつく 

りあげる原動力だ。このファンの力が內田信也氏をしてベルリン行に89莒圖とかの寄附・金を 

あつめしめる背後の力となったのでもる。.

十數年前のことである。筆者が杲君と二人で某市の海濱で某新聞社支局の後援でエス諸講盪 

をやった時来君が醫學上の立場かりsporto反對をかいた或召エス書きの小册于をナらもしろい 

からと日本語に譯して支局記者に渡したところ支局褊樹の地方版に一囘握截されたがその翌□ 

早速本社からの電話でsporto反對はけしからぬ・新聞はsporto反對論をのせてはならぬの 

だと支局記者がお目玉をくって一囘きりで中斷されてしまったことを思ひ出す。十數年前・ゝ旣 

に大新聞はsportoをかくも擁護したものだ。

sportoの例を見ても我々は如何にĵurnalismoが大衆の關心をよびさます大きな力を氐って 

ゐるかがわかると思ふ。Ĵurnalismoがエス語をとりあげることによって大衆の關心か1エス語 

にあっまりやがて諸文化團鏡をしてエス語をとりあげしめ放送局を動かしてエス港の放送をな 

さしめるのでなくてなんであらう。エスペランチストはよく學曾が働きかけぬから放送局力:動 

かぬといふがそうではない。こちらでいくら働きかけて卷先方は聽叹者の希望や 般大衆の關 

心がエス語にあることがわからぬと動いてくれぬのである。

我々は徒らに大衆におもねる必要はないが唯髙踏的に馥牙の塔にとぢこもってゐてはなら 

ぬ〇エス語がĵurnalismoの波にのるのはエス語の卑俗化である嘖落であると叫・前ここうい 

った事實に思ひを致さねばならぬ。

又最近エス語がĵurnalismoの波にのったお茂でエスペラント舉習を志ざす;占力谢加したの 

みならずこれ迄エス詰を學習しながら怠ってゐた人々がエス語が新聞にとりあげむれたのをみ 

て大いに啊戟をうけて複習を初めた人も澤山できた。又これ迄常に周圍にエス語を宣侮しなが 

らもいつも冷笑を以て報ひわれ孤立無援の有樣であったものがこのĴurnalismoの支持をうけ 

て大いに周圍を征服しー■擧數名の去のをしてエス語講習をうけしめるに成功したといふ例もめ 

る。某市でも新聞記事の気陵でエス講習が大成功をしたとよろこんできた。

大正U年頃日本のエス連動に拍車をかけたものは雜誌「改造」がエス語をとりあげたこと 

各地の大新間がエス語韬を連載したことがその大きな動因でなかったか。

R刊新聞の社會面の記事の咸カは絕大である。女屮も小僧氐よむヽ勞働昔も學者みよむ。こ 

れ位社會の各背を讀者に網曙するものは外にない。その威力を無視してはならぬ。

別項記那たる谍草エス會の石黑捷三郞氏が我國エス界の先覺普についてエス語學習の動機の 

統計をとったものを見てもらひたい。

53名中不明11名をのぞいた42名中知人によってエス語の名を初めて知ったものが24名 

といふ過半數をしめ、しかもその知人の中エスペランチストカ:14名、ネ•エスペランチスト 

がio名といふのである。エスペランチストが話す時は宜阳的の氣持で话したにちがひない。し 

かしネ・エスペランチストが無意識に話したのが他の人僵にエス語の名をしりしめる重大な役 

割をしてゐることを忘れてはならぬ。このネ•エスペランチストが無關心なエスペラントにつ 

いて話すといふ場合を想像してみるに、恐しくゝこれはエス語がĵurnalismoの波にのった時 

であらう。Cその他の場合も考へ得るが）。

術その外右の統計に於て新聞及び雜誌が道接エベスラントの名をしらしめた例は42笛中13 
名である。

之を以て考へれば上の統計て新聞雜誌が直接及び間接にエス詰の名をしらしめた例が42名 
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中3?名（24 + 13 ）でないにしても30名位にのぼりはしないかと思ふ。

诜草エス會では今後澤山のエスペランチストについてこれらの統計を集めてくれる筈であ 

る。その結果をみたいものだ。序いでにここて各地方會の支援をのぞんでをく。

扱てこう考へてみるとエス語の皆傅にĵurnalismo利用をまつ先におかねばならぬと云って 

も過言でないと思ふ。エス理動後援會がその仕事の重要な一っとしてĴurnalismo利用をとり 

あげたことは結構なことだと思ふ。連動後援會はやっと本年度分は千三百圓餘集っただけだ。 

千三百圓といふと菊判四五百頁の本を千部位印刷すればフッ飛んでしまふ位の金だ。エス雄の 

質の向上から云へば文獻の充實も必要だ。むかし文默の充實には莫大な金がゐる。最小の金で 

显大の效果をあげるにはĴurnalismo利用が第一だ。こうしてĵurnalismoの波さへうごけぱ 

あとはまた我々の手でうまくきづきまげてゆけるのだ。

後援會の幹事の方々が;エス關係の記事が新聞にてたといって有頂天になってよろこんでゐる 

のでないと思ふ。之は唯我々の济大な運動へのホンの基礎工事の達成とLてよろこんでゐるの 

だと思ふ。

ギリシャの或る天文學者が空の星ばかりながめて步いてゐてドブにおちこんだ時傍にゐた洗 

濯婆さんが「先牛•空ばかり見てゐずにちと自分の足許位氣をつけてはどうですか」といったと 

いふ。我々の目的はあまりにも遙かな彼方にある。その遠大な目的は寸時も忘れてはなるま 

い。しかし我々は手近な足許の道をまづきりひらいてゆかぬことにはその彼岸には到達できぬ 

といふことをわすれてはならぬ。（岡本）

際通信禮讃

エス運動・カ點のおきどころ・ 2

原 田 三 馬

前號で多羅氓氏が會話會禮讃をかかれた。なるほどエス語毋習上會話會の効用は同氏ノノのべ 

われる通りである。併し會話會といふものは大都轉と力、良い指溥者の居る地方とかで活用でき 

んだけで，二三人位しカ同店の居りぬ土地に住む考にとってはのぞめないことである。私はこ 

の意味で共に學ぶ同志の一人も居ちぬ土地に住む人も大都會に住む人も一樣に活用でき,しか 

も自分のれ介のつく I股を利用するだけで學力を增大することができ，1Lエスペラントに對する 

熱を失はないで持續できる國際通信交換こそ何をおいても感人におすすめしたいものであると 

思ってゐる。國際通信の齎らす効果は非常に大きい。外人同志との會話の機會に惠まれてゐな 

い我因の同志に取って辰く自山に外人に接し得られるものといっては或際通信以外に求めるこ 

とは到底できない。

小さな町などでの會話會などではお互に同等位の學力のもの同士が話しあふもの故何時も話 

趟は今Hは满いとか寒いとか今年は雨が多いとか少いとか天候のこと，人Z喙話の程度を出な 

い*のになり中にに唯あの喫茶店の atmosferoに浸りたさだけであっまってくるのが多くま 

るて喋らないでニヤニヤと人の顏をみて笑ひながらコーヒ-茶碗を倾けてあとは娠かな通りを 

散步してそれでおしまいといふ連中右ゐる。これでは贵重な-・晚も何十錢かのコーヒ-代電車
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代をはらって語學の上達も十分のぞめない。コーヒーをのんで學術上のむづかしい話や文法上 

の談論なんかエス語でやってもあまり聽き手がない。

そこへもってくると國際通信は手紙一通10錢C ノ、ガキなら6錢）で相當内容のある通信が出 

來る。そして判らぬ所を辭典を引いて書くから大いに勉强になる。手紙をうけとった對手も相 

當努力して返事をかいてくれる。どんな六ヶ敷いことを書.•てやっても先方（谒選を引きひき 

讓んで吳れよう。口で喋べる曾話は六ヶ敷いことをいったのでは通じない。對手は一語一語辭 

霑をひいて了解する樣なまどろっこしいことはしてくれない。つまりこちらの喋ったのを先方 

で聞きながしてしまふ。こちらの努力も無駄。又先方の勉强にもならぬ。書いたものは何時迄 

も手許におけるから判るまでほってをけばよくどうしても判らぬ時はその手紙をもって先輩に 

ききただすこともできる。むづかしい哲學の講義など耳できくだけではどうしてもわからない 

が本を何遍もくりかへしてよんでゐると相當わかる。

國際通信は又到底一生會ふことの出來ない人間と思想の交換が出來るから自分の硏究上多大 

の便益をうけるエス詰學習上からいってもエス語學の大家に質問することもできる。川崎直ー 

氏は常に外因のLK逹に日本では見られない資料等について問合せを出して返事をえてをられ 

ることは同氏の本誌上で書かれてゐるものを見ればわかる。同氏の硏究から國際通倍による資 

料をのぞけばどんなにさびしいものになるかは云ふまでもなかろう。

岩下順太郞氏はワルソーの同志にたのんでザメンホフの小中學生時代の成績や答案やその他 

をうつしとっておくってもらってゐるとのこと。これが同氏のザメンホフ硏究をどんなにふか 

めたか云ふまでもあるまい。

岐阜高農の渥美樟雄氏は先年北海道農事試驗場勤務中エス語を活用して種々の種苗交換をな 

して面目をほどこしたことやロシャの新種育成家ミチューリンについてエス文通によってその 

種々の菜績について知りえたことを專門雜誌に紹介したことなどよい例である。

又外國の人情風俗その他種々の班情に精通することも國際通信をおいて外に方法がない。こ 

れは單に地理の上の知識を深めるだけでなく,いろいろの書物をよむにあたってこの知識は非 

常な助;ナになる。その國の事情を知らずしてその國の事を論ずることが出來ない。我々は映畫 

などを見て外國人の服裝生活樣式等の知識をうるが大抵の映蛊は國情紹介を第一目的としたの 

でないから不十分だ。國際通信はもっと内部的のもの.眼に見えぬものまで示してくれる。

態々何千画何萬Hの金をつかって世界旅行をしなくても幾許かの郵便代だけで居ながらにし 

て世界の基情に精通することができる。

同じ事柄について調査したければ同文で各國へ照會狀を出せばよい・それにはー晚の暇さへ 

あれば十分である。

手紙は暇な時退屈な時に書けばよい。會話會は對手のある事故口分のれ合のよい樣に時間を 

變更することができない。

各国語ででてゐるŜlosilo de EsperantoはもとE. Cefe© C本名:H. F. Hoveler）の考案に 

なるもので之はもともとエスペラントを通信に活用するために考へついたものである。卽ち對 

手力:エス晤をしらぬ場合でもエス語で手紙を書いてŝlosilo 一册を同封しておくるのである。 

そうすれば先方はŝlosiloによってその文意をどうにかよみこなしてくれるといふのである。 

それだから形が小さく 口方も輕い樣に出來てゐるのである。こういったために造ったもので5 
錢のŜlosilojを二部買って壁にはりつけて單語暗記に使ふといふのは惡いことではないが60 
錢の辭典の代りに5錢のŝlosiloで間にあはせようといふ樣な心掛ではエス語は上達しない。 
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これから大いにエス語を學習しようといふ連中をあつめてやる詞習の時態々5錢のŝlosiloを 

すすめる人があるが之はよくないと思ふ。ぜひ60錢位は奮發させた方が將來のためだ。

Ŝlosilo老案者*Ĉefeĉは Ĉekbanko Esperantistaを1907年英國に設立し1914年には 

43ヶ國320市に?30人の取引者を有しエス通信によって取引の圓滑を（まかり爲替尻の決濟を 

行ってゐたと。これらも或際通信の實用化である。

我國に大正9年に出來た日本エスペラント貿易商會が實際に商賣をやった。止匕の場合勿論通 

信にはエス語を用ひたことは云ふ迄もない。

践際通信にはこういった有形の鮭なあるが無形の便益も程々ある。特に國際通信が緣とな 

ってエス語學習熱がたかまったりエス語學習の奇緣となったりすることもある。

その例は本誌前々號の特輯號に出てゐる我々の先輩の回顧談の中からもひろふことができる

例へば30年間かはらぬ吾等の同志である藤林房藏氏は石榴の卷栽に夢中だったためそれの 

制斜をうるため外國人と文通することを考へてエス語を學習されたと書いてゐるし石黑修氏山 

田の雨氏は國際通信のHCE俱樂部が機緣となってエス語の逋倍をうけとったことがエス語學

習の大きな動機をなしてゐることを見てもわかる。 

殊に臺灣の熱Ĉ?な同志連溫卿氏が

「さて私は講習會を終へてから（大正2年）,月日の立つに從ってだんだんエスベラン卜か 

ら遠ざかって往く 一方でおった。ところが人正5年2月25日に不意に載爭中の口シャから通信し 

たいとの奇麗な繪葉書を受取ったことがある。Orienta Azioの編輯者が私に無斷で通信希讯 

を同誌に擢載したがためであることが後で判ったのである。これは外國から受取った屐初の手 

紙で非常に私の興味を唆った。このことヵ;ちってから私は再び私から遠ざかってゆくエスペラ 

ソトに追ひ着くべく 口分も勉强しだしたC中略;）。いまも私力1思ふ。もしこのエハガキが來なか 

ったならば恐らく私は他の人々と同じゃうにエスペラントを見放したのでなくエスベラントか 

ら見放されたものになったかも知れないと。」と書いてをられるのを見ると一枚のエノ、ガキがど 

んか大きな役割をするものかはわかると思ふ。

こ野原休一氏か:「お蔭で單語も迫々豐富になり發表も次第に樂になって來た。斯ういふ次第 

で自分のエス語は耳からでもなく眼からでもなく云はばペンからはいった。」と書かれ辭書も獨 

習書も完備せぬ三十年前に國際通信のみによってエス勇を學習されたとのべられてをるのを見 

れぱ如何に國際文通がエス語學習上大きな役割を演ずるもの力、がわかると思ふ又同氏が書いて 

をられる如く同氏の手許に國際通信によって集った種々のエノ、ガキ類が中學生の興味をそそり 

エス語を敎へてくれと有志が申出たといふことを見ても外國のエノ、ガキが年少の者にいかに魅 

惑と興味を與へることかいふ迄もないと思ふ。これ又文通の功德の一つである〇

アルヂエンタ•クンシードのお蔭G二組のVerda paroが出來たそうだが。國際江信がとり 

もつ緣となって綠の家庭を持った人は相當澤山あると思ふ。ブタペストのIrma Kneisl孃も

その一人で1932年巴里大會に出席したが5年間文通してゐたブラッセルの郵便局貝Maurice 
de Neyer氏とあひ歸途彼氏の家に立寄って筋書通り新家庭をつくった。國際結婚の55組が 

Enciklopedio de Esp.に出てゐるがこれはホンの一小部分と思ふ。この稿を書いてゐる?月 

7日に日栩视光にオランダからAlD. Tusveld孃といふのがやってきた。同孃は京都の同志

音蔗君のkorespondantinoであって百蔗君をたよって觀光にきたのである。これも國際通信 

の大きな埸物である。文通者でもなければ若い女の身で遠い日本迄一人旅はおそろしくてやれ 

なかったろうと思ふ。私の聞いてゐる所では「歐羅巴親類巡り」の蓉者林好美氏も數年防から
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國際通倍をやっておいたお蔭で僅力、數白阴1で歐羅巴に勺5ヶ月滞在L各地を見物して來られ 

たとの事であり,今夏渡歐の新川正一氏も各地のkorespondantojの末蔭で先方ではチャント 

歡迎準備が出來てみるとの事である。殴際文通を◎手蒐集の小供のあそびだ位に誤解するのは 

大きな認讖不足といふべきであらう。とにかくエスペランチストの中には會話第一主義の人*  

あらう。運動第一主義の人もあらう〇學習第一主長の人もあらう。それらはそれぞれの特色が 

あって我々の分野になくてはならぬなのであらうが私は何よりも裁際通信を第一におしたい。

杲後に國際通信をお獎めする理由をここに要約してこの稿を終りたい。

1. 自分の郑讖慾をみたすと共に對手の知織慾をもみたしてやれること〇

2. 專門學術上その他種々の資料や总見の交換が出來ること。

3. 自分のエス詰畏習熱をたかめ□・他人の學習熱をもたかめてや2しること〇

4. エス語の文章に習熟し11.各國人のstiloを知る手助けになること。

5. 各國の人情風俗習償に精通し種々の便益をうること。

實にならぬエスペラント漫談

(1) 高橋邦太郞

私は年齡か以申したら現在に於て或は故年長の・挽言すれば死損ひのエスペランチストであ 

るかも知れぬが、これでも黑板、千布、小坂・大石の諸氏を初めとし.我國ヱスペラントの歷 

史上重姿の役割を演ぜられる幾多の先輩を有しゝ乂將來我等が事業の進展を双后に擔ふ新淮氣 

銳の同志を無數に有する丈に、長生きもまた難有いものとお念佛の一つも申したくなる。

今囘何か思ひ出を害かうと思ふが.爭はれぬは歳である。すべての記憶がボーツとして恰も 

英語放送講義に於て每度入念に敎へられる曖昧な英語の發音の如く、幸に記臆に殘ってゐるも 

のでも其年月や、場所やらが散逸してまとまりが付かず、これに就いて又しても支離滅裂な英 

語の文法やら慣用語(此缺陷は英語に限ると云ふのではないが)を思ひ出す樣な次第で、肝腎な 

エスペラントの迫憶が妨げられるし〇して見ると本犒が讀者諾君の期待に背く事あるも誠 

に已むを得ない。幸に其ボーッとした所を春宵の瓏月に見立て、散逸せる記憶を落花狼藉と認 

めて貰へたなら、時候に相應はしき記事として笋渚は狂げて滿足する。

盲人とエスペラント——大正ハ年橫涼に於て第六囘のエスベラント大會を催ほせる際東京か 

ら出席&の一團が乘車した。車中肓人エロシェンコ氏は黒字原稿を取り出し、頻りと講演の練 

習をやってゐる。私は傍からE氏に向ひ「なんと西寳な事よ•若し我々にもそれが出來た— 

指頭にて原稿を讀みながら大向ふを唸らせる事が出來るであらう」と申したじハ同君の答に「我 

々の樣に指頭で自在に原稿を讀み得る様になりたかったら先づ盲目になりなさい」と。

同君はよく下宿屋を換へる癖があったと聞く。肾って小石川林町の肴屋の二階に下宿してゐ 

ると聞いた頃、私は同町內居住の舍弟の宅に宿泊した事がある。其夜警鐘に目を覺まL窓を開 

けると、其肴屋の方角に火の手が上ってゐる。すは事!と取るものも取り敢へず其肴屋□指し 

て騙はけ「Eさんは?」とがねたら、先月お引越Lになりましたとの事、先づ安堵の胸を撫で 

下ろし歸途に就いたら、向ふから人込の中をトット匕急ぎ來るはE氏ではないか。「E君何處 

へ?」「前の下帘屋へ見舞に」「それアいかん!あの通りはもう往來止めだ.特に目の見ええ君 
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には此場合危險だからよL玉へ」「それでは按摩の先生を見舞ふ」と引返して岐路に人った。

私は何となく不安に感じ.・護衞の積りで附いて行ったら、□明きさへ迷ふ樣な路次を右に廻 

り左に折れ、私の手を弓!かん許りに案內して樂々とR指す先生の宅に着いた。そこたは內弟F 
と思はるゝ盲人刃女數人居り、先生と共にE君を出迎へ其厚意を感謝した。私もE君に倣ひ 

入口に腰を下ろし、暫らく盲人同志の對話を傍應してゐたが、國際的友好若くは戀愛は冃明き 

に比べて却って容易に進展する可!^性があるものと其場合の雰圍氣が私にさゝやいだ。

自國語遠慮ーー大正4年東京へ露人コスチン夫妻を案内せる際歡迎者の中にエロシェンコ氏 

キ居た。コ氏とは同國人同志の事であり・特に細君のエス昭は稍困難の樣子であったからゝ彼 

等は蠢語で話す事だらうと私は豫期して居たのに、豈圖らんや徹頭撤尾エス語であった事は當 

夜出席せる諸氏の親しく認められた通り、何國人でも眞疋の國際的外交をやわうとなら、成る 

可く自國語を遠慮する事彼等の如くありたいものと思ふた。

エスペラントと音樂：其-——エスベランチストにして苦樂の餘技を有せら・るゝは我阈人に 

も先輩小坂氏を初め多士濟々の有樣であるが、こゝに擧げたいのは大正の小葉蹄にて隠れも 

ない寶生流謠曲の大家速水信宗氏と、大阪にて琵琶の達人改野たか子孃と兩人の事である。速 

水氏はエスペー 口を戯れに原語に似寄りの日本語に直し、之に節附をして謠はれた事がある。 

其文句の內今暗記してゐるは古着類(flugiloj).辨當(vento)等である。改野孃は大止5年大 

阪の同志が私をカフェー•クレナヰにて歡迎し下さった席上、同じエスペーロの和譯を筑前琵 

琶にて節而白く演奏された。又其席上高尾亮雄氏がエス語講習開始後一ニ週と云ふのに、流暢 

なエス器で歡迎の辭を述べられた事は、こゝに特筆すべきである。爾來複月勿々已に二十春秋、 

速水氏とは昨年靜岡停車場にて二分間の會見をなし久濶を叙したが.其禿頭が未だ老生に及ば 

ざる事遠きを見て聊か人惠を强うするものがあった。高尾氏とは七八年前アインシュタイン相 

對說の映就を靜岡にて公開せる際久々にて會見したきり、今頃はあの頭髮がどれ丈延びてゐる 

か、も一度見せて頂きたい。改知嬢は無論何々夫人で・もう中等學校生徒さんのパンヨで入ら 

っしやると察せられる。

エスペラントと音樂(其ニー大正七八年頃かハ木曲士と津市に出掛け同志と會見した事が 

ある。當時同市在住の盲人鳥居篤次郞氏は優秀なエスペランチストで、又ヴォカリストとして 

も堂に入ったものであった。席上一つエスペー口を歌ひませうと、我等三人は起立して多數の 

女性の齊唱を期待したが、結局我等三人の獨占に了った。もう一つタギーヂヨをと、又起立して 

我等三人耿ひ初めた。それまでは何もきふ事はないが・ブリゝヴィグラ、ヤム、カントと歌っ 

て.私も油が乘りかゝて來た折も折突然私の肘を引張るものがある。顧ればそれはハ木博士の 

手である。滿座の聽衆に知れぬ樣にギューヽ/ と下方に引く。何ヵ知らめが座れと云ふ事だ 

らうと思ひ、引かるゝ儘に席に着き、歌は二人に任せた。何の爲めに座らせられたのか・閉會 

後爪木氏の說明がある事と待ってゐたが.其說明もなくヽ私はまたとひもせな力、った。其後我 

ィ具樂部の會合の席で此話をし人々の意見を求めたが、何れも微笑する計り、從ってこれは今尙 

世にも不可解な難問題として殘されてある。

エス語に堪能なる非エスペランチスト——一大正の中頃活動せる外人でEsp-isto瑞两人R. 
H. Dick氏が左»る。同氏は橫滨にてCommercial Magazineに執筆せる頃は同市在住の外人 

を悉く esperantigiすると云ふ意氣込で、バベルの塔を哉ける宣傳はがきを作りなどしたが、 

•其後逢った時に「彼等には俗人が多く注も御話にならぬ」と悲觀的な事を言ふてゐた。同氏は 

一旦歸國し.其後再び來朝神戶の某商會に勤務中、私は同市のエス會に出席Iた序に訪問Lた
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が、意外な事に歸國して何に刺戟されたかエス語を捨てたとの事であった。然るに昨年大阪に 

て開催せるエス會に同氏が出席し、たしか進藤靜太郞氏の通譯にて"Mi ne estas esperant
isto と名乘って講演Lたと聞き、久々にて同氏に書面を出したら、其解答に依ればEsperant
ismo は神を認めぬからと云ふ理生らし く、そして宗敎に關する新刊書二三册を送って來た。燕 

論書信往復の用語はエス語であるが、ne・esp・istoとエス語で通信するのも珍らしい現象の一 

っである〇 ; ' ;

獨逸語學者の獨逸語:E對・——これは厳項Dick氏がエス語者にあらざる事をエス語で宣言し 

たとは似て非なるものである。癩寅硏究の權威者・檢黴の簡易法發見者として醫界に名高き醫 

學士村田正太氏は又獨逸語に堪能で.已に醫學者專用の獨逸語敎科書を著述せる位.然るに同 

氏東大醫學部在學中、同學部明治初年よりの內規とも中すべき、試驗答案やら病牀日誌に遥逸 

語を用ゐる事を快しとせず.自分は大日木帝國大學の學生として日本語を使用するは光榮ある 

自分の權利であり・何人の侵害をも許さない。若し敎投にして我々に獨逸語使用を强制するな 

ら我々は此問題を學長、總長に持出し、それでを解決せねば全國民に訴へると頑張った結果. 

緬後同大學に於て日本學生の貴重なる權利が認められるに至ったとの事。

大正7-8年頃「エス語は醫學の文獻にも適用出來るか」と云ふ質問の書面を受取った事があ 

る。質問者は誰あろう未知の村田正太氏である。私はそれに對し、「苟くも人問の頭腦に浮び得 

る思想は其何たるを問はず、エス語にては何國語よりも容易に簡潔に言ひ表はされるものと私 

は信ずる」と答へたら、やがて同氏は遙々私を訪問せられ、對談數刻にして意氣相投合し.其 

時より氏は已に熱心なる同志となった。エス語にて發表された貴重なる氏の硏究論文カ缈・界諸 

國から反響を受けたのし 汉氏濁特の說明に係るEkzercaro講義が出版されたのも其後間も 

ない事であった。

隱れたる篤志家 —— Dick氏の講演通譯で又思ひ出したのは語學に關する進藤氏の天才的技 

能である。先年パーマー氏の英語演說を卽席に、然かも頗る巧妙に、エス譯されたと云ふ事は間 

接に聞いてゐる。然しこれは本題に關しては餘談であるが、同氏は三年程以前大阪放送局にて 

エス語講座を受持たれしは周知の事實。然るに同氏は之に依り放送局から贈られし報酬全部を 

宣傳に提供したい.それには適當の外人エスペランチストと其通譯を選び費用の續く限り中等 

學校に巡闾讓演せしめたいとの事であった。私は之を聞いて一方ならず感激し、早速「中等敎 

育」を機關誌とする中學校長會議の理事c老生の友人うに一書を認め、講演に對する莪酬は申受 

けぬがゝ宿泊料と車馬買丈は實費を學校より支辨する事にして.出來得る限り多くの中等學校 

で講演される樣取計らはれたしと希望を陳べたが、折よく程なく開會されし總會に提出された 

と云ふにも拘はらず・時機尙早か、認識不足か、講演を所望する校長は一人もなかったとの事、 

進藤氏折角の計畫も斯くして不成功に了った事は同氏の爲めにも、我エス語界の爲めにも實に 

殘念の至りではあるが、同氏の篤志は我々が滿腔の感謝を以て永久に記憶すべきである。冀く 

は將來續々氏の如き篤志家が輩出し、我等ノ運動に有力なる援助を與へ以れん事を。但し誌ふ 

隗より始めよと言はれると精神的にも物饮的にも無能力となり了せるルンペン老人には二の句 

力:出ない。 \
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田舍て•エス語學習の苦しみ

田 中 顯道

私がエスベラントを學び始めたのは昭和5年12月19日でありました。その時ちょうど感冴 

で熱のあるのにまる4日寢食を忘2して初めて手にしたエスペラントの本「エスペラント講座」と 

（'鍵」とによって學び始め・4 □目に簡單な文を綴ってお禮の手紙と共に學會へ送りました處が 

小坂先生から御親切なお手紙をいた¢いたのでありました。

それより3-4年前近所から借りて來た古新聞の中にエスペラントの廣吿のあるのを見て習ひ 

たいと願ってゐましたが悲しいかな、お金がない爲、天を睨んで過してゐました。其の中フラ 

ンスのPerraire氏が自轉車でふりまいて廻った繪葉書が或る家の机の傍にほりだされてある 

のを見ていよいよ心をきめたのでありました。後程此の意味を氏にあて手紙を書きました。宛 

名は學會から敎へてもらったので・た。非常によろこんで日本强行が無駄でなかった事を喜ぶ 

といってハガキが參りました。

學び始めて4ヶ月目から外國人と文通を始めました。見た事のない切手を貼ってある珍らし 

い外國の工ハガキを始めて受取つた謠の嬉しさは口に云へません。小さい時中學生が英語の本 

をよんでゐるのを見て自分も大きくなったら英語を習って外國人と話が出來るやうになりたい 

と思ってゐたのがいよいよ願ひ通りになった嬉しさ。一方で勉强の相手がほしく、學會へ尋ね 

てハ屋のエスペラント會を敎へてもらひました。しかしこれらの會の人も十分エス語に構通し 

てゐるわけでなく敎へてもらはうと思った私に却って敎へてもらひ'たいといふ風でした。そし 

て私は敎へるため往復7里をかよはねばな匚ぬといふ變なことになりました。その中にいそが 

しかったりして私もゆけなくなりました。

その中に進藤氏のラヂオでのエス講座の放送があるといふので自分には勿論機械はないし、 

私の村にもないので往復3里の椎［U町へ每朝飛起きて鉢卷掛でマラソン競爭の梯に走りなが 

ら\賴みこんである家へかけつけたのでありました。私の發音をかれこれいってゐた八屋の人 

人もこの講座でわかったらしくだまりこんでしまったのであります。

そうする中に京都郡のエスペラント臼カ、ら機關雜誌Verda Steloを送って來て原矯をくれ 

時には遊びにきてくれとの挨拶があったので待ってゐましたと許り、往復10里の夜道を土曜 

日每につめかけたものです。 度などは自轉車のフォークがおれて頤に怪我をし四針ぬひ、ま 

る二週間かゝった事があります。Esperanta vundoと名づけました。

誰におっても私に敎へて吳れるやうな人がなく淋しい思をつじけてこつこっと一人てやって 

來ました。自分が苦しんだので後の人に幾らかでも苦しみを少くしてやりたいとかれこれ目論 

見をたててゐます。月三囘の三流新聞ではあるが約半年理エスペラントの事を書いても見まし 

たが思ふ程書かない中に先方がやめてしまひました。これは共產黨事件のおかげだと云った人 

がありました。さて面妖な世の中です。夜警の巡査とぶつかったり、調べに來るやら、押かけ 

て行くやらなかなかエスペランチストも忙しい者のぢゃと思ひました。

一面には新しい同志を作りたいと心掛けて來ましたが、やっと三人しか捉へわれませんでし 

た。しかも其の一人C私の居る同じ村の平野英司氏）は昨年!〇月に死にました:,一人は行衞不 

明になりました。一人の同,吉をつくるのは仲々容易ではありません。學會の會員をつくること 
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はなほ更です。學習開始の時5年間は自分は一年生である。次の5年間は二年生であるときめ 

たのであります。そして初めの5年間が終ったわ學會の會貝に何とかしてなりたいと心に決め 

てゐたのであります。白分には晞かな所のないのに簡單に會員になったとて其はうそであると 

思ひ、心では會貝になることを願ひつヾけながらも恥かしながら會費の拂ひ込が出來ないのが 

助丄なって今口に到りました。

•咋年FedoMakにあひ私の發音は外國人にわかるといふ事と、さほど心配せずとなお相手 

が出來るとし、ふ事、向ふの云ふ專も私にはよくわかり、戯談まじりに話が進め以れ、日本人のく 

せである外國人との會話を恐れるのが私にはおかしくさへ思はれました。彼氏は私を放さず、 

なかなか捲したてたものでした。わからなければすぐに辭典を出すのが私のやり方です。

x x社の私のあったノ、イカラさんの中にはエス語をやったとか人にはやれとすゝめてゐるけ 

れど自分自身は何もやってゐず、の人もinsignoはつけて居るので話かけてみればII本 

語で「私は日本人です」と云はれた時私の胸はつぶれさうでした。右の經驗から自分はどうし 

てもエスペラントをやらねばならぬと唇をかんで考へました。

エスペラントを習ひ始めて私は人間の本當の姿、世の底を知る事が出來ゝ神の聲佛の心に接 

し得、自分の進むべき道に立つ事が出來、力と光を與へられ今まで淋しい思ひをしてゐた自分 

が慰められ勇氣づけられ新しき冷の動きを氣付きました。・

大分の管原大石氏の方へニ【・里の行程ゆへ汽車で出かけ、まる四遞間泊りこみで午前中は先 

生一人生陡一人のエスペラント學校、午後はやはり先生一人生徒一人で彼氏の父から梵薔を殁 

ぶといふ最も古いのと最も新しいのとの出會。頗る殄い、學校が出來たのでありました。

佛敎をエスペラントで弘めることとなると梵語の知識がなければ都合が惡いので習い始めた 

のであります。

背原氏は大正年代から書きっゝある佛敎の論交を私と二人でエス語に書きたいといふ所から 

私の話をきいて咋年夏からエス語を習ひ始めたのであります。

これらの事を久保氏に話して置いたのであります。處へあなたからのお手紙によると久保氏 

の報吿演貶に私の事が出て一度も會ったこともないのに、乂一生の中あふのかあはぬのかわか 

らないのに、此の私の爲に學會の會費を拂って下さった婦人の方があるとの事、久保氏がどん 

な風に詰されたかしれませんが、この私のため會費を出して下さる方は私から申せば聖者であ 

りヽしかも自分の名前をつげたくないと中されたとは淚の味を知るお方だと存じます。

何しろ田舍では普通敎育さへも到らない所があるのですかわ私達の氣持をわからせるには罵 

りを忍び、嘲りを堪へヽ時の來るのをまつのみです。私の今.碍る所はマッチー函ノ、ガキ一枚も 

後って居らず必要の時には往復3里の椎田町へ買ひに行かねばな门ぬ所です。講習會をひらこ 

うにも檢手はなし變な事をやる位に思ってゐます。

くこれは田中氏より記者宛にきた2月9日付の手糸氏の一部拔萃である。一この時同氏は病氣 

臥床中で長男（小學五年生）の方に「I授して書かせられたものーーいろんな意味でエス連動者 

の參考になると思ひのせた。）
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エス界先覺者の學習動機其他調査統計
浅草エスペラント會

去る6月5「■!發會式をあげ翁に帝都の一角に誕生した我が淺草エスペラント會は岡本氏の 

御助言もあったので今度いよいよ學會と聯絡をとりエス運動の資料として役立つべきエス界各 

方面にわたり調やE資料を蒐集の上各種統計其他のリストを作成し・適宜の方法で發获することに 

決定した。その結杲まづ調奄部が誕生した。口下同調査部で調査着手のものは

1. エスペランチストのエス語勉舉の動機その他に關する調査リスト及統計の作成（係渡部.）

2. エス語名刀商品（現品、包裝、廣吿文・其他ずへてを含む）を蒐集しリストを作成し让 

それらの商品を展覽會材料として整備することC係大橋・）

3. 新聞雜誌に現れたエス語記事の切拔蒐無及それらのリスト作成（係並木）

4. 各國のエス書き案内記等の蒐集導

猶其他目下種々の調査をする準備をすすめてゐるからこの方面に興味をもたれてゐる方々や 

賢料おももの方々はぜひエス運動のため當會と御協力をお願ひ中したい。御手紙は東京孔牛込 

區喜久井町34渡部秀男宛下ざい。當會は調在部にお力をそそぎ會長渡部自ら調査部長を兼ね 

て采配をふってゐる。

目下會員各自手わけしてやってゐるのは上記乙第一の調査で之は全國のエスペランチストに 

っいて ・

（a） エス番の名を初めて知った年月日及び何によって（例へば新聞とか雜誌とか知人の話

とか）知ったか * : '遂ゝ;

（b） エス諾を學習し始めた年月日及動機C例へば好奇心とか語學的典味とか友人との競爭 

恵讖とか）及び方法C例へば匿習とか——獨習ならばその書物名著者名——講習とか 

—講習なわ開催者名敎師氏名一又個人敎授をうけたとかーーその際は指導者名）

をききあはせるので為る〇

この調査にはぜひ全阈エス會の御援助をえたいと思ふ。之が全國何千かのエスペランチスト 

について調査が完了し統計でもできたならばエス宣傳には何が一番有效であるかといふことも 

わかり宣傳上大いに役立つと思ふ。（旣にエス語をやめた人々等についてやめた動機について 

きくのも右意義であらうがまだそこまでは調査する計畫は今の處ない）。

扭この調査の籠手しらべとして會艮お黑捷三郞君にお願ひして本誌二百號紀念特輯號の五十 

三氏の冋顧談を材料としてそれによって上の調査項目に當てはめて統汁をとってもじ\った。之 

は之等の人ぐに直接きいたのでなく全く記事を資料にしたもの故記入すべき項t!に對する回答 

の不明の4のももるが之はやむをえないと思ふ。

こうしこ各個人について Wした・踵表をつくった。ここにその-覽表をかかげたいと思っ 

たが少しspacoをとりすぎるから割愛することにして唯どういふ風に調査表へ記入したかを 

參考のため:三の人について次に示すこととする。

「初めてエス語を如（年月1935年

何にして知ったかI知人（esp-isto）による

村本達三何時カいス捂を|年月一關年

學習したか、その 動機——他の目的の手段（個人宣傳が原因;）
I動機及方法 ［講習—個人敎授（ガントレット氏指導）
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1906 年

小坂狷ニノ
何時からエス語を 
舉習したか.其動

（機及方法

吉野作造
何時からエス需 
爭習したか.$

I機及方法

「初めてエス語を如!年月

何にして知ったか［知人（esp-isto）による

——1906年

----好學心（競爭心）C個人宜傳力:原因）

獨習ーニ葉亭「世界語」

「初めてエス語を如（年月 1903年

何にして知ったか［雜誌（Review of Reviews）による

年月ーー1903年11月

動機ーー好奇心C外國雜誌の記事が原因） 

显習--- 〇,Connor : " Esperanto "
こういった風にして加藤、千布.村本、小坂、丘.下瀨、吉野、髙褐、月本、野原、吉川・ 

赤松、堺、藤林.速水:芙野田、中目、佐々城、重松ゝ萩野、大石、梶間、伊藤ゝ河村、藤田、 

小山■松隈、神近・竹內、成田、高尾ヽハ木ゝ連、比嘉、藤澤、三田ゝ村田、西、板橋•能勢・ 

鳴海、田鎖、山鹿、磯臥 山田（弘）・山01（武）、坂本、秋田.小原、田川ヽ山羽.小平、佐々 

木の五十三氏について一覽表をつくった。

次にこの一覺表によって次の如き統計表をつくった。

1.エス語の名稱を初めて知った年と人數

名

年 1873 1838 1891 1892 1902 1903 1934 1905 1906 1907 1908 1909
人數 1 1 1 ! 〇 2 1 4 12 4 3 〇

年 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 19 L7 1918- 1919 1920
人數 2 〇 2 1 1 2 2 1 1 〇 1

計44名 （他に不明9 名）〇

2. エ ス語を初めて學習した年と人數

年 1878 1888 1891 1892 1902 1903 1901 1905 1906 1907 1908 1909
人數 1 〇 1 〇 1 1 〇 3 17 3 3 2
年 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920
人數 1 〇 〇 3 2 2 3 3 1 〇 1

計48名C外に不明5名）

3.何によってエス語の名稱を初めて知ったか。

（外國新聞によるもの 1名

新聞によるもの9名！ （記事 3名

（日本發行新聞によるもの 8名 エス書质吿 2名

3

雜誌によるもの 4

知人によるもの 24

J外國發行雜誌によるもの 
笛I日本發行雜誌によるもの 

名! esp-istoによるもの 

neesp-isto による'もの

書店エス書によるもの 2
エス宣俾講演會によるもの 2
其 他 1
不 明 11

2

2
14
10

（不明 

名 

名 

名 

名

名 

名 

名 

名
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4.エス豁の學習を始めた動機

國際語運動を理解賛成したもの12名

好奇心21名（物好.其他確たる動機なきものを含む） 

運動を理解せざりしもの35名•好學心11名（語學的興味）

'他の目的の手段として3名

不 明 6名 ・二, ；

5.エス語の學習を始めた動機を直接作った原因は

個人宣傳 12名

新閱 ・ 9名

書店エス・ 7名

宣傳講演轲 2名

雜 誌 2名

不 明 2!名
6.エス語を始めて學習Lた時の方法

（世界語9名

!
日本發行書によるもの

外國發行書によるもの

不 明

受講したもの14名

人敎授をうけたもの

講習會へ出席したもの

相互硏究

21名］ガントレット通信2名 

'全程2名

13 名 C內 〇,Connor: Esperanto 6 名）

5名

3名

!〇名

!名

たった53名、しかも書いたものの中からひろったのだから調査歩項中不明のものも相當あ 

って統計としては不十分であるヵ;しかしこれだけで相當興味のあるものがありはしないかと思

今度の統計で1936年にエス語をやった人が48名中1？名卽ち三分の一といふ多數であるが 

他の三分の二は大體1902年から1920年の二十年間程の間に各年一二人宛にばら逹かれてゐる 

からそう統計として異常といふ程でもなからう。

エス語の名溝を始めて知ったのは53名中不昭11名を除き42名中新聞によるもの9名雜誌 

によるもの4名に對して知人によるもの24名とは驚異的の數字である。併し30年も前のこと 

を記憶からよびさましてのことであるからエス語を初めて知ったのは或は新聞であったかもし 

れないが知人の話は犬變印象にのこるからそうなってゐるのかとも思はれる。こういった統計 

は若い記憶の新しい人の統計の方が正確でよいと思ふ。

それにしても知人24名中neesp>istoが10名もああることは注目すべきことである。ne・ 
esp-istŭの言動もゆるがせにできぬことがわかる。これはキット世問にエス熱がたかまった時 

neesp-istoがエス記のことを無恿識にしゃべったのでないかと思ふ。

エス語學習の動機に不明をのぞき47名中僅か12名が國際語の必要を意識したにとどまり他 

の35名が好奇心とか好學心とかが主であったことは面白いと思ふ。これ亦我々の宣傳上大き 

な暗示を與へはLないか。

又その外に此統計によっていろいろ考へさせられることもあると思ふ。
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我が會では上述の如くこういった統计をあつめるために積極的の活動を龍始した。

冋答者の氏名は絕對に發表しない。吟同一人から二雨三重の囘答があってはならぬし、何等 

か爲にすらものに利用されて統計が不工確になるのをふせぐため氏名を明記してもらふのみで 

すからエス運動の將來の指針としての統計をとるものであるから赤裸々の自分の感想を書いて 

下さい。表をかざつたりいつはりの囘答はニの努力を無駄にしますから。近□各地方會宛調査 

表をお送りします。御F■數でも會直各位お手わけの上御記入下さる樣お勸め願ひます。猶まと 

该ったらお返送下さい。學會では時々力、はった會合のある每に新しい出席者に記入してもらっ 

てをります。

' Gosta Berling 物語

（續）

エスペラント譯泰西文學鑑賞•2
萸澤まき子

Klaralvenの河岸をEkebyの騎士達の船が晞れようとしてゐた時、馬車に追はれて援けを 

求めながら慌しく彼等の船にとびこんで來た女があった。馬車の人は伯爵、女は陵れ呆てた伯 

瞬夫人であった。馬車が去ると、彼女ははじめて騎士逹ろ船に救はれた事に氣付き岸にドして 

くれと歎願する。然しこの見知らぬ土地に彼女一人を殘して行ける筈がない。G6staも他の騎 

士達氐卑い'心なしに.この崇髙な女性を彼等の家に匿ひこの迫害から護りたいと思った。然 

し,自分の行くべき道を行1かせてくれと歎願する彼女の聲にG6staは胸をえぐら肝た。彼は 

彼女の奴隸だ。彼は彼女の昭みに從はねばならなかつた。

*

揮しい夏である。然し人々の心は喑い。惡魔の子Sintramがこの地方刀就滅を祈ってゐる 

といふ。人々は不吉な前兆を感じ、默々と不幸な將來を待ってゐる。

* 4
Gosta Berlingは天才でちった。ピアノを奏で、歌をうたひ・悲しむ&を慰め、貧しきをい 

たねり.彼の笑ひ聲や諧謔は闘く人の心を暖める养の光であった。そのG6staが、伯爵夫人 

の失垸をたすけて以來、殆んど病人の樣であった。遂に年老ひた騎士逹は愛するG6staの悲 

しみを音樂によって慰めようと思ひついた。美しいパラの花でうづめた廣間で、十一人の老騎 

士逹は夫々の樂器をとってGostaのために奏でた。疝々しくやつれたGostaは昔樂を聞きな 

がら心の痛みに慟哭した。然し、段々と落着くにつれて、彼は自分を慰めようと勞ヵしてゐる 

この老人達の過去を思ってみた。この人達も夫々の不幸を經て、それに耐えて來た犠々しい男 

達だ。男は人生の與へるすべてに勇氣と微笑をもって耐えて行かねばならないのだ。

間もなく老騎士逹は明るい笑聲を聞いた。それは彼等が持れ焦れてゐたGosta Berlingの唆 

い笑ひであった〇

平

Ekebyの騎士逹は惡戯者だ。中でもGostaは無邪氣な惡 小僧だ。 無辜の罪につながれて

ゐた五年間の獄舍から解放されたしennart大尉が歸って來た時い 彼等は無邪氣な心て人肘 

の爲に祝杯をあげ、何の惡意もなく彼に惡戯したのであったが、それは•嚴しい大尉の妻を激怒



15 ¢363)

させ、愛する家庭から大肘を追出すことになってしまった。しかも彼等は自分達の惡戯の生ん 

だ悲曲に氣付かない。

家庭を失った大尉は敬虔な心で肿の示した道を行くために村から村へと彷徨ひ步いて苦しむ 

者逹の慰めとなった。その頃、この地方は次々におこる災ひのために疲幣し・人々は饑餓にの 

ぞんでゐた。

Marianneは春と初夏を懊惱の中に過した。父を憎み、Gostaを戀ひ・自家の破產を救ひた 

いばかりに醜い彼女と婚約した正直な男需Adrianを憐みJ彼女は苦しみ惱んだ。然しその苦 

惱は彼女を淨化した。Adrianも愛し得ぬ女と0婚約に苦しめ以れてゐた。やがて彼女刀心の 

高さと良さ77美醜を超遽した愛を抱きはじめた。然しそれは彼女にとって幸福でもなく、又不 

幸でもなかった。古い民謠の中の雉鳩の樣に、態ん濁った水をえらんで飮むとし 、ふ雉鳩の操に、 

彼女も一生涯主活の歎びを深い哀愁で濁らせて飮むことだら5 〇

Annaの婚約者Ferdinandは肺を病んで死んだ。ハ月の那かしい日の中を、柩は結婚式の 

装ひをした人々に件はれて墓也へ向った。花嫁の裝ひのAnnaはこの婚約から遂に解放され 

得ることのひそかな喜ひを制しカ.ねてゐたヵ:,それは果敢ない寡びであった。人の去った墓・也 

で、Ferdinandの母が何故愛するたった一人の息子の死を祈らねばならなかったかを Arma 
に語った時・Annaは深くうなだれた。そして彼女は永久に亡きFerdinandの忠實な妻とし 

て生涯を終ることを彼の墓前に誓はねばならな力、った。

*

Ldven湖畔の地方には恐怖と破滅の時代が訪れた。あらゆる善と惡とが頭を擡げ“人々は常 

よりも激しく愛し合ひ、憎み合った。そしてその不幸の源は悉く Ekebyであった。騎士逹の 

無思慮な支配が續いた上に天災力书繼汽 眞夏には一滴の雨もなかった。苦しみ喘ぐ人々はそ 

の吐口を貧慾なBrobyの老牧師に見出した。この男のために神の怒りを受けるのだと信じて 

村人は彼一人を呪った。老牧師は呪咀の币壓の爲に憔悴した。その時、Gostaは彼を慰め曳氣 

づけ、彼の蕃財でもって貧と磯餓に苦しむ人々をたすけることを勸めた。そしてGosta自身 

も彼の善行の助力者にならうと誓った。次の日曜日.老牧師は祭壇に跪いて狂氣の樣に烈しく 

神に雨を祈った。祈りが終った刹那ヽ雨が奔流の樣に大地を叩いた。村人逹は狂喜した。老牧 

帥は祭增に跪いたまま喜びのあまりに死んでしまった。

*

伯爵夫人Elisabetは遠い土地の或る農家で子供を産んだ。早生で明日にも死にそうな子供 

の爲に、その子供の洗禮に父なし子として記錄されない爲に、彼女は自我と誇りを殺して使ひ 

を伯爲の許に走らせた。然し、伯伺は旣に遠くに居を軫し、彼女との結婚も解消されてゐるこ 

とを知った。彼女は思ひ憫んだ末、Ekebyに人を派してGostaを呼び、死にのぞんでゐる憐 

れな子供の父親になって欲しいと願った。Gostaは戦傑した。しがない兔職牧師の騎士との結 

婚は高貴な彼女を泥灣の中に埋めることにも等しいと彼は思った〇然し彼女の心かりの歎願の 

前に彼は拒絕の言葉を持たな力ゝった。敎區長はじめ關係者の深い理解と同情の中に、九月のは 

じめ二人は結婚した。それは異性への愛ではなく、只子供への愛の爲の結婚であった。數日經 

ってその不幸な子供は歹Eんが。

春にGostaか婚約老に送はうとした貧しい稀賣り娘が、GostaとElisabetの結婚の©に絶
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望して森の中に姿をかくした。村々の人達は仕專を捨て、家を空け・大擧して搜索の手をのば 

した。三日の後・絕壁から落ちて死んでゐる娘を彼等は發見した。

*

秋の大きな行甜であるBrobyの定期市が十月の第一幺曜日からはじまった。然し村々は趣 

度に疲幣してゐたので市は甚しく不景氣で何となく不穩な氣配がみなぎってゐた。初日の正午 

近く、喧嘩が勃發した。缺乏と困窮の爲に亢ってのた人々は我S券ちにと喧嘩に矽加した。中で 

もForsの怪力男Mansは泥醉して野獸の樣に暴れた。彼が董い板を振り廻して逃場を失っ 

た女子供の群に投げつけた時,一人の男が落下する板を身を以って受け頭蓋骨を粉碎して倒れ 

た。それは家庭を失って以來，村々を彷徨ひ步いて貧しい者の慰めとなってゐたLennart大 

肘であった。屍は彼の憧れてゐた。妻子の許に運ばれた。彼の妻は初めて自分の誤解を知り、 

Ekebyの騎士逹は漸く彼等の惡をなき惡戯の生んだ悲劇に氣付いた。Gostaは殊に激しく自 

分を責めねばならなかった。不思議な運命に奔弄された大£寸の靈魂は群集のしめやかな歌聲の 

中に地上をはなれた。 ’

*

森の奧の沼地に法の追跡を避ける不晶漢逹の巢があった。Lennart大尉が死んだ次の日曜 

日に、Elisabetがそこを訪れた。旣に三日間も森の中に姿をかくしたままのGostaを探して 

もらふために。間もなく不救漢達は變り果てたGostaを縛って連れて來た。死に逃避する男 

の弱さをElisabetが心から輕蔑した時.彼カ:死なねばならぬ譯はゝ彼がしennart大尉の不幸 

の原因であったといふ艮心の苛責だけでなく.犬财の柩の安靜を惡戯の子Sintmmから買ふ 

ために彼自女の生命を彼に賣ったからであるとGostaは物語った。Elisabetは激しい口調で 

彼を詰った。彼が森の中で徒らに死に求めてゐる時、彼の妻や友人達はどうしたか?妻は彼を 

求めて森の中を彷徨った。老いた騎士逹は今までの飮酒や享樂を捨ててVermlandoの挽囘の 

爲に鎚や鍬を持って立上った〇彼が以前愛した二人の女・Marianne SinclaireとAnna Stjiinr- 
hdkは・彼の為に祈り・彼が立派な男性になることを期待してゐる。そして又民衆もGosta 
を待ってゐる。この非常時を鬪ひぬくにはGostaの英雄的な力を民衆は必要とするのだ。彼 

がもたらしたあらゆる罪の償ひのためにヽ彼はすべてを苦しむ人々に捧げるべきだ。その時は 

彼の妻も彼と共にその苦難の道を步いて行かう。涙もなく喜びもなくヽ只彼を鞭打つ人として 

のみ。

*

クリスマス近く、少佐夫人は騎士逹の迎へを受けて遙々とEkebyに歸って來た。彼女は审 

い肺炎に罹っこゐたが、逢ふ人毎に橇をとめて優しい苕葉で近況を尋ねた。人々は喜びに禅い 

て答へた。いい時が來た。Gostaとその妻が彼等を助けてくれる。Sintramは姿を消し・Broby 
の貪慾な老牧師の財寳が發見された。富裕なMarianne SinclaireとAnna StjamhdkがGosta 
の仕事を援けて貧しい者の世話をしてくれる。そしてみんながしennart 尉の樣にありたい 

と心がけてゐる。少佐夫人は喜び溢れてEkebyに歸り话いたが病氣は益々迅かった。老騎士 

逹が,病床にある少佐夫人の耳に彼等の鎚の音を入れるために鍛冶工場で働いてゐる時、Sim 
tramの最後の呪ひが少佐夫人を製った。少佐夫人はGostaとElisabetを罵って二人を破滅 

させる爲にEkebyの富を彼に與へようとした。しかもElizabetと別れること條件として。 

二人は恐怖して夫人の出を拒んだ。Elisabetは今こそ悔ひゃ償ひの氣持をはなれて愛する 

Gostaの妻として一生涯を貧しい彼の傍にありたいと願った。併し、少佐夫人は頑としてきき
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入れない。その時、騎士達め動かす福鎚の音が重々しく響きはじめた。それは少佐夫人に對す 

る感謝と賞讃の歌であった。少佐夫人の心は遂になごみ・Gostaを祝福して鐵鈿の音を聞きな 

がら安らかに眠った。

クリスマスの日・Ekebyの騎士達は淋しい解散の宴をはった。そして皆は住みなれた「騎 

士の家」をはなれて、夫々の道へわかれて行った。Gostaはずっと以前少佐夫人に貰った彼自 

身の小さな莊園のつつましい小屋に若い愛する妻を伴って移り住んだ。しかし.他の老いたる 

騎士逹はどうなっただらう?X逹に別れ、宵險を捨て.未知の國を放浪して.貧い、騎・1:達は 

孤獨の中に枯れてしまったことだらう。（完）

注意:Gosta Berlingはイエスタ・ベルリング・作者しagerlofはラ・イエルレーフと發昔。 

Cdはドイツ語の6,フランス語のeuに近いとの事）。

動詞FARIの用法

(5 ) K. OSSAKA.

§ 4 (ĉ) Fari tion =(tian faron, tiun faron), nenion (nenian faron), kc.
Mi tion ne faris, sed mi povus tion fari CFII 132/11) やればやれ尢のだ

La plej forta dezirado, la plej varmega aspirado de la spirito, la plej turmenta stre&ĝ：o 
de la volo ne povis fari tion, kc menso neinstru让a penetru per unu fojo la misterojn 
de la scienco. CM. 57/9)非常に强い欲望を以てしても歎烈距まる精神の向上心を以てして 

も將たまた疣烈に意志を緊張させても敎養ない頭腦をして一遍に科學の輙に入りこましむる 

―と云ふ樣なことは爲し得ない〇 (Ĉi tie „ tion u estas la reprezentanto, t. e. apozicio de 
la apudpropozicio „ ke menso •••'つ

Sed kelkaj esperantistoj havis bonan ideon fari per vojo privata tion, kion oficiale 
fari ni de povis. COV 392/29)吾々が公にはやれなかった事を私立でやらうと云ふ思ひ付き 

のあったのは結構な事です。

Kion oni povas fari en dezerta loko? CRz 33/3)人里離れた場所で何が出來るかい。

Mi ne scias, kion mi faros. (GD 41/-1;ankaŭ vidu: F 79/17) どうしてトいかわから 

ぬ。

Ne prokrastu ĝis morgaŭ, kion (=tion, kion) vi povas fari hodiaŭ. (P 942). 今日な 

し得ることを明日に延ばす勿れ(Faru hodiaŭ, kion vi povas,— morgaŭ vi eble okazon ne 
trovos.とも云ふ) . :: 2 むで

Nu, bone, mi nenion faros al vi. (GD 39/6).うンよしよし，貴樣にはどうもせんよ。

Mi faros ĉion kion vi volas ! (FII 106/3) 何でもお舉み通りにIてやる〇

El amo? Ne, ne amo ĉion faris. (H 97亿)戀ゆゑだと云ふのか。いや戀ばかりのせい 

ではない。

Nur tiu ne eraras, kiu neniam ion faras, (P 1/3) 手を出す限りは誤をしないわけには 

ゆかぬもの。

Kaj mi faras ion, pri kio vi pentos. (GD 45/4)思ひ知らせて くれるぞ〇
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jes, vidu, Ben, mi havas multe C=multon) por fari. CBV 65/14; ank. vd M 41/4)そ 

ら，ねえペン,澤山用事があるでせう。

EKZERCAJ EKZEMPLOJ

Pro la utilo de la patrujo, mi devas tion ĉi fari （Rz 63/4）祖國の爲めかくせねばなら 

ぬ。

Kiamaniere vi tion faras, ke vi estas tiel bela? （GD 22/1） is前さんそんなにきれいな 

のはどkな工夫をしてゐるのだい。

La plej malamiko ne faros al vi tion, kion homo povas fari mem al si, se en la afero 
enmiksiĝas virino, t. e. edzino （Rn 5172） どんな兇惡な敵でも人が自分で自ら招^程ひと 

いことはせんです女卽ち妻が事件にかかわってゐる際は殊に然りです。〔註〕la Plej...はeĉ 

la plej...『最も……なものでさへ』と譯すべき事多し。 、 ヽ

Kio estas farita, estas sankciita. CP 248）爲て了った事はもう云はば調印ずみで取消す 

ことも文句も云へぬ（覆水盆にかへらず）

Sed se vi ne konsentos doni al mi la manon de Marja Antonovna, tiam mi estas preta 
fari diablo scias kion. 73/-2）. 若し娘さんを私に下さらぬと云ふことになったら私は 

何をしでかすかわかりませんぞ。〔註3 doni la manon Cde la行lino）娘の手をやるとは娘を 

「嫁にやる』，peti la manon de ...は嫁に吳れと願ふĴdiablo scias C惡魔が知ってゐる）とか 

nur Dio scias （神のみ知る:）とはmi ne scias Cおれは知らん）と云ふ意の揷入句;esti preta 
一i（;いでも——する位の用意が出來て居る）とは『いつでも----をし兼ねない」,例:Li estas
homo preta fari mortigon.奴は人殺し位し兼ねない奴;ŝi estis preta ekplori.今にも泣き 

出しさうだった。

Mi minacu al li, ke vi faros tion saman al la aliaj kreskaĵoj （FUI 4/20; ank. vd： 

OV 390/17）.同じ事を他の植物にもするそと云っておどかしてやれ。

Kaj tion ĉi saman rilate la sinjoron Snitchey faradis sinjorino Craggs （B\ 30/13） 

C夫人はS氏に關しても之と同じことをした。

Ha, ŝi kuros, ha, ŝi faros tion kaj tion CRn 57/-7）それ彼女は走り廻る•それ彼女は 

やるわいあれやそれやと。

En flameco mi faris tion aŭ alian. （FUI 15/30; ank. vd OV 388/32）カッとしてそん

な樣な事cそれや乂はあれや〉をやったのです。

Du manoj faras ĉion, sed unu nenion. CP/114; ank. vd: F 41/20）手は二本では何でも

やるが一本では何も出來ぬc協力は力）。

Mi ĉion faras subite. CRz 31/17）何でも思ひ付きで（前ぶれなしに）やるのです。

Ŝi promesis, ke ŝi estos diligenta kaj faros ĉion, kion ŝiaj fortoj permesos. CFII 101/ 

-1）彼女は以後勉强して及ぶ限りの事をしやうと約束した。

Mi faros ĉion, kion mi povas, por trovi por vi komforman okupon. CM 40/15）.出來 

るだけの事をしなてあたに恰好な勤め口を見付けませう。 ・ ノ

Mi faros ĉion, kion mi devis fari. CFII 93/~5）いたすだけのC爲すべき）事はいたしま

した〇

Mi volas, ke cio estu farata laŭforme. くGD 19/16）萬事型通りにせねば氣がすまぬ〇
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Ĉion kion li volas, li povos fari. CPr 18/-6)したい事は何でもやれる〇

Kompetentulo ĉion bone faros. (SS 26-10) 達人はすべてに手ぎわよし〇

Mi volas nur per malmultaj vortoj prezenti mian situacion kaj miajn intencojn kaj 
poste lasi al vi fari por mi rilate miajn aferojn monajn ĉion plej bone, kion vi nur 
povas. (BV 36/-1)簡單に私の現狀と意向を述べその上は私の財政上の事に就ては貴殿方が萬 

事よきに計らっていただくことにしたい。

Li faris ĉion de sia flanko. (FK 94/10)彼の方としては出來るだけの事はしたのだ。

Iafoje oni volas ion fari, ion legi, aŭ venas fantazio ion verki. (Rz 33/19) 時には何 

かしたい，何か嚴みたい氣になり,又は何か書いてみたい幻想が起るものです。

Ion similan ni neniam ankoraŭ faris ! (Rt120/7)こんな樣な事はまだやった班もない 

La hundo nenion faros al vi. (FI 2/12)この犬はどうもしませんよ。

Poste ili vidis, keli nenion povas fari (Rz 48/10)それから彼等はどうにも出來ぬと云 

ふ事がわかった。 、 ・•・が、, ヽ'

Tio ĉi nenion faros (Rz 76]-3)そんな事かまはんではないですか〇

Nenio restas por fari, vi diras ? (BV 31/6)萬事休す矣くどうにももう爲傑がない)と 

おっしやるのですか。

Tie mi havas nenion por fari. CFIII 3/-5) そんな處に用はない〇

Li demandis ŝin, kion ŝi faras tie ĉi tute sola. (F 55/11) ひとりで彼女は何をしてゐ

るのかと尋ねた。

Kion, al la diablo, tiu sentaŭgulo faris ĉe mi ? (GD 6/4)あのや く ざ者おれの家でー體

全體何をしてゐたc惡魔に何をしでやって居た)のだろ う〇

Kion fari? CRt19/-1)どうしたらよいのかしらく萬事休す)

La eternulo sendos sur vin malbenon, konfuzon kaj malsukceson en ĉiuj entreprenoj
de via mano, kion ajn vi faros, ĝis vi estos ekstrem让a・(Re 28-20)神は汝の身に呪ひ, 

即惑 汝が何をしやうと汝の着手せる事業に失敗を下し給ふであらう〇

Kion mi faris, ke vi min atakas kun tia krueleco ? CH 103/-9)お前が私にさうむごく 

當るとは私が何をしたとてかC私が何をLたせいか)

Alfred ne matenmanĝis kaj videble havis multe C=multon) por fari (BV 17/1) エル 

フレッドは朝食もせずいそがしかったcする事力:澤山あった)らしい。

Batalo de P Vivo を讀んて.
(承前)

Kawasaki-N.

3. sabataj sonoriloj

p. 6 sabataj sonoriloj gaje sonoradis;我々の普通の用法;bC土曜日)である。ユダヤ敎わ 

週の第7日すなわち土曜日を安息日とする、キリスト敎わ週の第1日すなわち日曜日を主の日 

として安息日とした、to keep (break) the Sabbath (安息.日を守る——破る)わキリスト敎徒 

にとってわ日曜日に仕事をしなかったり、したりすることである。GわSabbatglocken, Aわ
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Sabbat.h belis.だからEsp.文のsabataも（土曜日）でなくて（安息日）すなわち結局（日曜日） 

と同じことになる。土曜日わAでわsaturday, GでわSonnabend, Samstag Cこれわsabato 

と同じ語源;）を使う。C12 jan.1936）

4・ Postesigno •

2. Spurのところにだしたごとく Batにわpostesign'と・e・のはいったのが數個ある。ま 

た 乙 の他の著書にはかなりある。Harni,OVの古いものからKrest, If, Rev, Rabi, Gen, 
Mart, RabeさてわFab II, Fab IIIまでにいたる。で「乙わいつも-e-の形を使った、すな 

わち例えばKabeなどがpostsign'とやったのに比べられる」と結論しかけるところだが、Uni
versala Vortaroにわpostsign'であって、postesign,わない。でわ「postsign'わ辭書中に 

のみ存在するので、literaturoj中でわ・e・である」と考えてみて・Z.の著書をくっているも 

ちにPsalmaro （Hachette單行本）のXVII 5にpostsignojがみつかった。これカ邂ーの例 

であろうか?1839のRE辭典、Jŭrgensen, Pagnierとの共著のGE辭典にわpostsign'だ。 

（25 marto 1936）

附記:その後 W・Baileyよりの手紙によればDua Libro 22/2にpostsign,あり。

（17 jui.1936）

5. jartempo

p. 7 Sed la jaroj, kvankam ili pasadis tiel rapide, kiel la nuboj de somero, •… この 

jarojわGわJahreszeiten, Aわseasonsである〇この塀合jarojで十分意をつくしている。

ところで 乙 の著書にわGのJahreszeitと同じ構造のjartempoがでてくる。

Ekster tio ĉi ni manĝas verdajn legomojn, fruktojn kaj berojn, kiujn alportas ĉiufoje 

la responda jartempo. Krest 116.
Kaj Li diris: Mi revenos al vi en la sama jartempo, kaj tiam estos filo ĉe Sara, 

via edzino. Gen 33.
Ŝajnas al mi, ke ĝuste en ĉi tiu jartempo ni festis nian edziĝon! Fab II 79.
De kie ĉi tiu venis en la nuna jartempo, la lanterno ne povis kompreni, sed la 

lampiro ĉi estis kaj ankaŭ lumis;. .. Fab II 118.
En malgranda urbeto, ĉe unu homo, kiu havis sian propran negocon en unu vespero 

de la jartempo, pri kiu oni diras «la vesperoj plilongigas外…. Fab III 21.
Estis iam potenca reĝino, en kies ĝardenot roviĝis la plej belaj floroj el ĉiuj jar

tempoj, ...Fab III 24. ・ 兔!
sezonoの定義と用例わPlena Vortaroをみるがよい〇 malfrusezona fruktoのごとく「し 

ゆん」の埸合が多いようだ。でわこの2の表現jartempoとsezonoとわどう區別すべきであ 

ろうか? Dua Libroにわ AndersenのOmbroをmirrakontoとしている。fabeloの意味で 

使ってあるのだが.前者わ現在でわまったく使わないからarkaism 〇である。現在でわfabelo 
だけだ〇1889のRE辭典にわVremja goda jartemp, Sezon Sezonと同時に存在している。 

前者のRわGのJahreszeitに構造が等しい。RGともにjartempoに相當する構造をみっ 

語が普通のもの、その國固有式のもので、sezonoに似た發音をもつものわ外來語でbansezono 
式の「しゅん」といったようなやや特別なそしてハイカラな場台のみに使われる。AFでわ
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season, saisonだけが普通であって、本書のtekstoにあがったよ5な時間的區分の勝った意 

味にも备ちろん使われる。Z.わFsb IIIのごとき新しい著書にもjartempoを捨てていない。 

日本人わsezonoだけで・jartempoとゆう語のあることすらややもすれは忘れているくらい 

である。岡本，JE隣典「季、季節sezonoj琴照〇はたして現代のヨーロッパー股にも乙 が 

jartempoをsezon 〇とともに用いたほどの言語意識が乙ほど現實的に働いているのだろう力、? 

參考:Granda RE 辭典、1931にわ sezono のみで、jartempo なし〇 <25 marto 1936)
诧記:sezonoのごとき單一・語根のほうがjartempoのごと合成語よりplia vortkunmeto 

がやり易いのわmalfrusezonaでわかるが,はたして意味上の區別が兩者に存在しないと言え 

るのだろ5か? C17 jui.1936)

Plena Gramatiko 紹介⑷

fKalocsav, Waringhien 共著 Plena Gramatiko の本文 

を要約して紹介す。紹介者の批判は脚註の貌でなす〕。 岡本好次

B. Vortkunmeto (續)

Trielementaj vortkunmetoj (三要素合成)

29. Interelementgrupiĝ 〇・

以上二要素の合成について論じた。三要素の場合は複雑化する。この際先づ要素間の集合を 

しらべねばならぬ。二つの場台が考へられる。

1. 第三の要素がその前のニ要素に關係する〇 (例:vapor§ip・asocio=asocio de vaporŝipoj).
2. あとの二つの要素が一つになって第一の耍素につく 〇 (例:auto-aerbremso=aerbremso 

de aŭto").
上の第一の場合をduobla flankelementoとよび第二:をduobla ĉefelementoとよぶ前者は 

(C-B)-Aで示し後者は(C)-(B-A)で示される。

これらのduobla flankelemantoをflankelemento kuntenaといふ名前でよぶ〇

これらkuntena flankelem.を前の要素に對して動詞の語根と見ることもできる。例:paf- 
murdo=(pafmurdi)-(〇). bonfarto=(bonfarti)\o); beligo = (beligi)-(〇).

・卽ちこれらの語尾〇は前の二要素を合したー'"のものとしてあっかひその合した二耍素が 

示す動作の名と見ることができる。

3〇. disfalaj flankelementoj.
ĉefelementoはkuntenaj flankelementojの外に獨立的には一緒に結合し得ない語根を合成 

する〇 こういった duobla flankelemento を flankelemento disfala とよぶ〇

例:samideano=(sam/ide)-(ano)=(sama ideo)-(ano), altmontaro(alt/mont)-(aro) = (altaj 
mantoj)-(aro)=aro de altaj montoj, facilanima=(facil/anim)-(a)=(facila animo)-(a), blank- 
ĉapela ==(blank/ĉapel)-(a)=(blanka ĉapelo)-(a), senkora — (sen/kor)-(a)=(sen koro)-(a).

この城合disfalaj flankelem.は自己の丈法的語尾をとり二つの獗立語として關係する。 

31.inversa vortefiko.
disfalaj flankelementojに於て自分の丈法的語尾をとることのできぬ場合がある。例へば
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senforta, grandkuraĝa は(sen forta)a, (granda kuraĝa)a ではわからない。

この場合第一の副要素が自分の文法的語尾を保存し第二の副要素の文法的性質をかへること 

になる。卽ち上例に於て前置詞及形容詞は常に名詞の前に來るのであるから第二の副姜素は名 

詞化される。: 謬

卽ち senforta=(sen forto)-(a), grandkuraĝa=(granda kuraĝo)-(a)となる。

ここに於て/ vortefikoは左かり右へはたらく。卽ち普通の場合と逆である。それでこれを 

inversa vortefiko とよ5:〇

32. elemento latenta. C潜在要素)

vortefikoに於て目に見える耍素の外に目に見えぬ耍素がはたらく。これは分解の時あらは 

れてくる。これをlatenta elementoとよぶ。例へばmarteli (=martel(e)i)に於けるeや 

skriba (=skrib(o)a)における〇等である〇

33. finaĵoj pseudopleonasmaj.
senfortaのaはfortaのaの如く pleonasmaではない。カ、かるものをpseŭdoplenasma 

finaĵoとよぶ。そしてこのことは第一の副要素のmemstariga efikoによるといふ。

34. memstariga efiko.(省略)

35. inversa vortefiko の說明〇 C省略)

Pli-ol-trielementaj vortkunmetoj C三個以上の要素合成)

36.三個以上の:要素よりなる語刀構成もさしてむづかしくはないといふのはこれらはすべ 

てまづ二つのkompleksojにわけることができそれらのkompleksojは又夫々分析できるから 

である。

二つのkompleksoの中右のものはĈefkompleksoで左のはflankkompleksoである。例へ 

ば vagonarhaltigilo といふ語に於て ĉefkomplekso は haltigilo で flankelemento は vagonar 
である。ĉefkomplekso がー・要素のものでもよい。この時ĉefmembroとよぶ〇このĉef- 
membroは語尾でもよい。例へばinstruistinaに於て需尾aはĉefmembroでinstru ist in 

が三要素からできたflankkompleksoである。 ,

このflankkompleksoの構成の如何によって次の三種にわけることができる。

(1)flankkompleksoがVERの規則又は三婆素語に於て支配する規則によってできた合成 

•語である時それらをflankkonipleksoj kuntenajとよぶ〇

これらの語合成で最も重大なのはĉefmembroがigi又はigiでありflankkomplekso 
kuntenaが・aなるĉefelementoをもってゐるものである〇

例: enpoŝigi=en(poŝ)-a igi=igi enpoŝa ; altabligi = al(tabl)-a iĝi=iĝi altabla.
⑵ flankkompleksoがそれだけで獨立して合成されぬ--- それはĉefmembroの力で結合

さ才Iるのみーー耍素から成立ってゐるもの。

その中で重要なのはflankkompleksoが前置詞を閭に入れてゐる二個の名詞であるもので 

る〇 これを flankkomplekso disfala とよぶ。

例: vizaĝaltere=(vizaĝo al tero)-(e); korpsurkorpa = (korpo sur korpo)-(a) ; vidalvide= 
(vido al vido)-(e).

(3) flankkompleksoが潜在的ĉefelementoをもったものでそのĉefelementoはこのĉef*  
membroをなしてゐるもの〇この場合flankkomplekso kadraとよぶ〇
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例:enpoŝigo=(enpoŝa igi)-〇Ĵ sensentigo=(sensenta igi)-〇; vizaĝalteri = [(vizaĝo al tero)- 

e]-i.
: " 語尾の保・存

語合成の際要素の間の語尾は省賂される。併しflankelementoの駆尾を保疗する場合が 

る。この晤尾の保存の原因は

1) 發音を優美にするため。例:majstroverko
2) flankelementoが語尾がないと不明瞭な場合明瞭にするため。例:diosimila
3) 話尾を除くと他の語とまぎらはしいため。例:feokanto Cfek^nfoと混同す),kon- 

Roludo (konkludo と混同)。

sufiksoidoの場合は上の樣な原因がおこらないからその前に語尾を保有する必要がないが、 

しかしゃはりお尾を保有する次の如き二三の例がある。

例:posteulo Cpostuloと混同するから)

unuaeco (unueco とちが二ゝから)

prezoinda Cこの場合indは動詞についてをらぬことを示すため)

CWŭster は varmoigi, elektroigi を提唱してゐる〕

語尾と語尾と隣接することがない。

除外例:vivuo [kelkea, multea]〇

次にこれらの保存すべき語尾が何を用ひるかの問題については次の法則による。

「合成語の要素の問にをいてはvortefikoによって生ずるlatenta finaĵoたるものを置く。

例:(リ o-finaĵo : akvofalo, manĝoĉambro, montrofingro, devosento (VER. 1.); her- 
boriĉa, servopreta (VER II); fruktodona, gastoĉambra (VER. I.による pluformado); 

gardostari, servopreti (VER. II.による pluformado).
(2) a-finajo: disfala maldekstra flankelemento adjektiva の後におく dubasenca = (duba 

senco)-a;longapenta=(longa pento)-a ；longakola=(longa kolo)-a.
(3) e-finaĵo1左の disfala flankelemento が右の verba flankelemento に關聯するとき前 

者の後におく。

例:desegne-kovrita=(desegne kovri)-ita,その場合 desegnokovrita といつ.こもよい〇

注意:longekola, dubesenca等は誤である〇

⑷iSnajo: vortefikoによると前に動詞を要求しないからi-Anaĵoが用ひられることがな 

い。併しi-flnaĵoを用ひた例がないわけでない。

例へばvivipova, plaĉivola, pagideva等〇これはpovi, voli, devi等は不定法を要求する 

のでこのsintaksa efikoがvortefikoよりも强いのでこ5いふ形が出來る。vortefikoによれ 

ぱ vivopova, plaĉovola, pagodeva であるべぎた〇 しかし sintaksa efiko によって(vivi povi)- 
o-a; (plaĉi voli)-o-a; (pagi devi)・〇・a.

除 外 例

dormiĉambro, najli-maŝino等の如き形を提唱した人もあるが用ひられてゐない〇これらは 

dormoĉambro, najladmaŝino とすればよい〇

外に次の樣な例外がある。

(1)sin ・合成(例:sinmortiga, sinfida), C とこれらはmem •を用ひたが今はこれを用ひる。)
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(2) vola, pova, deva,の前に i-finaĵo をおくこと 〇 C§37 參照)。

39. resumo C 省略)

Analizo de vortoj C語の分解)

40 語の精密な意味を知るには語を分解してみねばならぬ。 分解はvortefikoの規則に 

支配されるがしかしこの規則には幾分のゆとりがある。その意味は一部はその要素の輕重によ 

り一部は文脈によって想像できる〇

要素の澤山ある話例へばaŭtoaerbremsoはaerbremso de aŭtoと分ち次にaerbremsoを 

bremso de aero と分ち兩方で(bremso de aero) de (aŭto)・
41.o-finaĵaj vortoj :—(1)VER I により分解す。例:homkorpo=korpo de homo, 

varmenergio=energio de varmo-
(2) (1)でうまく ゆかねば 例:bonfarto=(bone farti)-o, mortpiko^ (morta piki)-〇.

(3) (2)でもだめなら inversa efiko によるもの故、例:facilanimo=(facila animo)・〇Ŭ 
(facila anim)・ecc, ĉirkaŭbrako=(ĉirkaŭ brako)・〇=ajo ĉirkaŭ brako.

42. a-finaĵaj vortoj :—(1)VER II により分解〔但し a-finaĵo が pleonasma の場合)〇 

例:prespreta=preta je preso-
(2) a-finaĵo が ĉefelemento の場合〇

(a) urbdoma=(urbo-domo)-a; bonfarta=(bone farti)-o-a; mortpika = (morta piki)-o-a<
(b) bluokula 二(blua okulota.

(3) inversa vortefiko によるもの。

例:senforta=(sen fort-o)-o-a; grandkur aĝa=(granda kuraĝ-o)-o-a ; ĉirkaŭ urba=(ĉirkaŭ 

urbo)-o-a ・
43. verbfinaĵaj vortoj (1)VER III ｝こよる。例:pafmurdi=pafe murdi; purigi -= 

igi pura.
(2) i-finajo が ĉefeiemento のとき fruktodoni=(frukto-dono)-e-①.
(3) inversa vortefiko による故〇 例:perlabori=(per laboro)-e-(i).

Sintezo de vortoj C語の合成）

44.語の合成にはNecesoとSufiĉoの原則がはたらく 〇

例:ĉambr-ej-aĵ-o -> ĉambr ĉambro （ĉambr の中に旣に ej, aĵ,〇 の意味を含む）。

kuntenaj flankelementoj・45
bone farti といふ stato を sintezi するには stato (bone farti)又は(bone farti) stato= 

(bonfarti) stato=bonfarto.
46. disfalaj flankelementoj : — kiu havas grandan kapon を sintezi する。 

karakterizata de granda kapo=(granda kapoda=grandkapa.
47・ streĉado de formoj.
senpretendeco=(sen pretendo)-eco=(sen pretendo)-o (sen pretend)-o (sen pretendo の 

意味の中にecoの意味ある故)=senpretendoo (第一の〇はsenがあるからなくてよい。卽 

ち !atente に 存在)=senpretende).
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TAKETORLMONOGATARI
ヽ Aŭtoro nekonata

む) Eljapanigis Masami Igarasi
■

VIII. La ĉaso de 1' Mikado

Dume, la famo pri la senkompara beleco de Kaguja-hime atingis al la Mikado kaj 
li komisie diris al korteganino nomata Nakatomi-no-Fusako:—

u Iru vidi, kia fraŭlino estas Kaguja-hime, kiu difektis la korpojn de multaj personoj, 
rifuzinte edziniĝon.^

Kun la komisio Fusako vizitis al la loĝejo de la bambuaĵisto, kiu kondukis ŝin internen 
kun respekto. La korteganino diris al la maljunulino :—

"Mi venis al vi laŭ la ordono de Lia Majesto rigardi bone la fraŭlinon Kaguja-hime, 
kiu estas tre eleganta.^

"Do mi transdiros tion al ŝi/' respondis la alia kaj petis ŝin enirinte ŝian ĉambron :
"Rapidu renkonti al la senditino. v
Kaguja-hime, tamen, respondis:—
"Mi ne estas belulino. Kiel mi povas renkonti ŝin ? ”
“ Malĝentile dirite! Kial vi kuraĝas trakti tiel malbone la senditinon de la Mikado ?"
"Al mi ŝajnas, ke la ordono de la Mikado ne meritus al mia respekto ”
Kaj ŝi ankoraŭ rifuzis la intervidiĝon. La maljunulino ne povis devigi ŝin al tio, nek 

povis riproĉi ŝin laŭvole pro ŝia malĝentila respondo, kvanvam ŝi vidis en ŝi kvazaŭ 
sian veran filinon, ĉar tiu diris kun digno kaj malatento. La maljunulino refoje turnis 
sin al la korteganino kaj diris:—

a Mi tre bedaŭras diri, ke mia infano estas obstina kaj ne volas vidi vin. ”
Sed la korteganino parolis kun iom da kolero : 一
u Mi venis al vi kun la komisio nepre vidi ŝin, tial mi neniam povas reiri sen la 

intervidiĝo. Kiu en la lando povas rifuzi la ordonon de la Regnestro ? Ne faru 
sensencaĵon?^

Kaguja-hime, tamen, ankoraŭ ne konsentis la proponon, dirante:—
"Se mi estus malobeema al la ordono de la Regnestro, mi preferas lasi min al morto ” 
Tial la korteganino devis returni sin al la Palaco kaj faris raporton pri la okazintaĵo. 

La Mikado diris :——
u Vere ŝi posedas la dornan koron, kiu kaŭzis morton al la personoj, Ni bone 

komprenas tion "
Post iom da tempo, ankoraŭ pensante pri ŝi, la Mikado konkludis ke eĉ ŝi malvenkos 

Ĵe trompo, kaj vokis la maljunan bainbuaĵiston al la Palaco por la aŭdienco. Li diris :—

"Venigu al Ni vian filinon Kaguja-hime. Ni aŭdis, ke ŝi estas belega per sia vizaĝo 
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kaj formo, kaj Ni sendis la komisiitinon por vidi ŝin, sed ŝi ne vidiĝis malgraŭ atendado. 
Kial Nia volo estas tiel malestime ricevita en via domo?"

La maljunulo respondis tre humile:— •
“Estas vere, ke mia filino ne volas fariĝi korteganino, kio kaŭzas al ni profundan 

malĝojon. Sed mi returniĝos al mia domo kaj transdonos al ŝi la gracoplenajn vortojn 

de Vi@ Majesto.”
VĈu vi ne elnutris ŝin kaj kiel ŝi povas kontraŭstari al via volo? Venigu la fraŭlinon 

al Ni, kaj krono de nobleco eble estos donata al vi rekompence."
Kun granda ĝojo la maljunulo revenis al sia loĝejo, kaj rakontis al Kaguja-hime:
"La Mikado favoras nin tiel varme. Do volu servi obeeme al la Kortego, mi petas." 

Sed ŝi respondis:一
“ Mi neniam volas servi al Lia Majesto, eĉ se estas dezirate; kaj se tio ankoraŭ al 

mi estos devigita, mi nur malaperigos min. La honoro de la krono ĉe la patro respondas 
al la morto ĉe la filino." .

u Ne, vi neniam devas morti/4 rediris la maljunulo; u kiom helpus al mi aŭ krono 
aŭ rango, se mi perdus mian amatan filinon ? Sed mi petas vin paroli, kial vi rifuzas 
fariĝi korteganino kaj kial vi preferas morti, se vi devus servi al la Kortego.”

"Miaj vortoj ankoraŭ ŝajnas esti nur vantaj, sed pruvos esti veraj, se mi estos devig让a 
al la servo; nome tio & kaŭzos al mi morton> Multaj personoj tre fervore petis mian 
manon, tamen iliaj proponoj ĉiuj estas forĵetitaj; sekve, se mi nun devus obei al la vortoj 
de la Mikado, min forte punus riproĉoj de homoj."

Tiam la maljunulo respondis :—
a Mi atentas malpli bone pri aferoj de la ŝtato, kiamaniere ili iras, sed al mi Ĉiam 

estas granda sufero vidi, ke ia danĝero estas minaconta sur via vivo. Nun mi rapidos 
al la Palaco por humile prezenti al Lia Majesto, ke vi ne volas fariĝi korteganin〇.,,.

Tial li iris al la Palaco kaj prezentis :—
u Aŭdinte la plej respektindajn vortojn> mi volis servigi la filinon al la Kortego, sed 

ŝi neniam konsentas dirante, ke ŝi preferas morti, ol servi al la Mikado. Kaj plie, ŝi 
ne estas la nask让〇 de mi, Mijacukomaro, sed ŝi troviĝis en la monto antaŭ multaj jaroj, 
tial ŝi eble havas senton malsimilan al &-mondanoj."

La Mikado aŭdis tion kaj diris:—
"La loĝejo de Mijacukomaro estas proksime de montoj. Oni preparu la ĉason de 

r Mikado, kaj kredeble tio helpos Nin vidi la fraŭlinon.^
La maljunulo Mijacukomaro respondis:—
"Estas plej bona ideo! Tiel Lia Majesto tre facile povos vidi ŝin okaze de la ĉaso 

neatendite ordonita."
La Mikado subite decidis la tagon por la ĉaso kaj survoje iris en la loĝejon de 

Kaguja-hime. En la ĉambro troviĝis belulino en plena lumbrilo. Ŝi estas la fraŭlino — 
tiel pensante Li alproksimiĝis al ŝi, kiu estis forkuronta, sed Li jam kaptis ŝin ĉe ŝia 
maniko. Tiu ĉi lasta kovris sian vizaĝon, kio ne povis malhelpi Lian vidon, kaj la sen- 
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kompara beleco kaj firme katenis Lian koron. Li volis nepre kunpreni ŝin al la Palaco, 

sed ŝi respondis :—
a Se mi estus ĉi-mondano de la origino, oni povus igi min servi al Via Majesto. 

Estos malfacile kunpreni min al la Palaco・"
La Mikado diris :
u Ne, neniam 1 Ni volas kunprenigi vin al la Palac〇.-,,

Kaj la palaca homĵx)rtilo estis alproksimigita, tiam tute subite Kaguja-hime dissolviĝis 

en fumon kaj malaperis. .
La Mikado tre mirigita komprenis, ke ŝi ne estas de ordinara deveno, kaj bedaŭris 

ŝian malaperon, petante :一
u Jam reaperu en la originala formo, ĉar Ni neniam kunprenos vin al Ia Palac〇・ Ni 

reiros, nur vidinte vin refoje.

Kaguja-hime reaperis en la originala formo kaj ŝia aminda beleco plenigis la koron de 
la Mikado kun pleja grado; kaj ankaŭ Ia maljunulo Mijacukomaro estis afable favorita,■
kiu aranĝis por ke Li vidu ŝin. Granda festeno pompe okazis por centoj da oficistoj 
sekvantaj al la Mikado. Poste la Mikado reiris al la Palaco tutkore bedaŭrante restigi 
post si la fraŭlinon Kaguja-hinie. Ŝajnis ke Lia animo kvazaŭ estis lasita resti ĉe ŝi.

Kiam Li eksidis en la ĉaro por reiri, Li versis u taon :一

Reiro donas
Malĝojon al Ni fortan, ,
Ho nekutime!
Nun restas Nia koro 
Ĉe vi, Kaguja-hime!

■
Raj Kaguja-hime respondis jene

Mi vivis jarojn
Sub la tegmento herba
De F domĵ mizera.
Ne vidos mi la tronon
De gemo pompe vera.

La Mikado, leginte la utaon, pli profund ĝis sin en sopirado al la fraŭlino kaj hezitis 
reiri al la Palaco. Tiel forta estis Lia deziro, tamen oni jam ne povis tranokti tie, kaj 

fine la Mikaela procesio iris^ returne.
La korteganinoj, kiuj ĉiam servas apud la Mikado, nen*am  povis esti kompareblaj 

per sia beleco al Kaguja-hime, eĉ la plej bela el ili, kiam oni komparis kun ŝi, perdis 
sian tutan ĉarmon. La koro de la Mikado nur flugis al Kaguja-hime kaj al neniu alia; 
konsekvence, Li ne vizitis la ĉambrojn de la palacaninoj kaj vivis tute sola. Letero post 
letero estis sendita al Kaguja-hime, kiu respondis ilin ne malĝentile, kaj interŝanĝis 
utaojn temante eĉ pri arboj aŭ herbajoj kuriozaj—tiel pasis la tago.
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De Hakodate al Sapporo
H. Aizaŭa

Por la partoprenantoj de la kongreso en Sapporo mi volas iom klarigi la pejzaĝojn^ 
kiujn oni povas rigardi el la fenestro de F vagono, kaj la lokoj n, kiujn post Ia kongreso 

oni nepre devas viziti.
HAKODATE・

Post kvar horoj da marveturado de Aomori oni atingas la havenon de Hakcdate, 
la vestiblo de Hokkaido. Antaŭe ĝi estis la plej moderna urbo en la insulego Hokkaido, 
sed domaĝe pro la fajrego, antaŭ du jaroj, ĝi perdis grandan parton de V urbo. Sed 
nun la loĝantaro laboras por rekonstrui la urbon, do ni vidos pli grandiozan urbegon 
post kelke da jaroj・ Nun ĝi posedas ducentmil loĝantojn. Preskaŭ ĉiuj, kiuj vizitas ĉi 
tiun urbon, iras al la fama. parko.

GORJOOKAKU, :;:

kiu estis konstruita en la lastaj jaroj de la ŝoguna regado, ĉia formo tre similas al nia 
verda stelo. Ĉe la komenco de Meiji Restarigo Enomoto-Tateaki sin lokis ci tie 
kaj batalis kun la sieĝanta armeo. Vizitantoj devas pagi dek senojn por ĝin travidi.

OONUMA PARKO.
Oni povas sufiĉe bone rigardi la lagon tra fenestro de P vagon〇. Proksime de la lago 

elstaras stranga nuda rokmonto nomata Komagadake, vulkano, kies surfaco troviĝas 
nenia kreskaĵo krom griza sablo. La lago kaj la monto estas plej belaj pejzaĝoj dum la 
vojaĝo de Hakodate al Sapporo.

EZOFUĴI,
1893 metrojn alta, tre similas al Monto Fuji, kaj la plej bela monto el la insulego. 

Tiam oni ankaŭ povas vidi tra la fenestro Nisekoan Nupuri, fama inter la skiamantoj. 
$ OTARU.

Proksimiĝante al Sapporo, vojaĝantoj vidas la viglan urbon Otaru, kiu tre similas al 
Koobe per sia pozicio. Oni trovos, ke en la haveno sidas multaj grandaj kaj malgrandaj 
ŝipoj, kiel ili rakontas la viglecon de P urbo. De Otaru post ĉirkaŭ unu horo parto
prenantaj atingas la urbon Sapporo kaj ricevos ardan bonven gon de F samideanoj.

SAPPORO
ja estas la metropolo de V norda insulego Hokkaido. Ĝi estas nova intehgentula urbo, 
antaŭ duonjarcento ĝi estis nur herbejo, sovaĝa kampo kaj densa arbaro. Kiu povis 
imagi la nuuan prosperon ? Nun en la urbo staras multaj oficejoj, butikoj kaj aliaj, 
nome, IIokkaido-Gubernatoroficejo, Divizio de Ŝtatfervojoj, Divizio de Komunikado, Inspek
tejo de Minejoj, Inspektejo de Impostoj, Apela cia Tribunalo, Imperia Universitato, kaj 
Komerca kaj Industria Ĉambro. Krom la oficejoj ankaŭ tieestas Granda Hotelo, ĉiovend
ejo: Marui, Micukoŝi, Gobankan.
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La urbo Rusas sur la granda ebenaĵo Iŝikari. Oni Vidas la belan monton Moiŭa, 
kiu estas fama per sia abundeco de specoj de kreskaĵojn En la urbo fluas granda pura 
rivero Tojohira. La urbo estas geometrie dividita per larĝaj stratoj. De oriento al 
okci dento kliŝas la plej larĝa strato Ocdoori ĉ.100 m.larĝa).

La vojagantoj, kiuj vizitas nian urbon, ordinare fiŝtas vidindaĵojn laŭ la sekvanta 
ordo.

Imperia Universitato de Ilokkaido.
Piede oni atingas dum dek minutoj. Ĝi enhav<is agrikulturan, medicinan, sciencan 

inĝeniersciencan fakultatojn, kaj ankaŭ estas prepara kurso, speciala kurso de agrikulturo, 
kaj de arbarscienco, kaj speciala fako de konstruado. La tereno estas tre vasta, kie 
staras multaj grandaj arboj, en la vasta razenejo troviĝas blankaj domoj・ Universitata 
Hospitalo staras ĉirkaŭ 409 m. norde de ili.

Botanika Gardeno.
Ĝi apartenas al la agrikultura fakultato de F Univers让ato, konservas ĉirkaŭ ses milojn 

da kreskaĵoj diversspecaj, kiuj estis kolektitaj el la tuta mondo. En la ĝardeno kreskas 
malnovaj grandaj diversaj arbegoj, kaj de Ioko al loko oni trovas puran fonton, belan 
riveron, misteran lageton, kies surfaco naĝadas flankaj anseroj, en la kago estas urso, 
falko, pavo ktp. En la muzeo oni povas vidi multajn materialojn por studi vivaĵojn en 
la insulego kaj ainogenton Por eniri en la ĝardeno oni devas pagi kvin senojn, sed 
kiuj volas vidi varmeĵon, kie floradas belaj floroj, plu bezonas kvin senojn.

Sapporo-Sanktej 〇,

Per la tramo aŭ aŭtobuso (6 senoj) oni bezonas ĉirkaŭ dudekminutojn de stacidomo- 
Ĝi estos konstruita en la 2-a jaro de Meiĵi. Oni apoteozas Ookuninuŝi-no-Mikoto, Sukuna- 
hikona-no-Mikoto- Ĝia festotago estas 14-17 a de Jun. En la korto staras multaj 
ĉerizarboj. Fama ŝanzo de Monto Ookura, por skisaltego estas proksima de Ia sanktejo・

Nakaĵima Parko.
Meze de V vasta parko estas granda lagoto, sur kiu oni ludas boatojn. Apud la 

lageto staras Domo de Koloniigo.
Mi ege bedaŭras, ke partoprenantoj de P kongreso ne povas vidi glitkuradon, en la 

vintro tre vigliĝas ĝi en la lageto. Fama estas la karnavalo, kiu estas festata en ĉi tiu 
lageto.

Sapporo Bierfara Kompanio.
La fabrikejo okupas 1300 arojn da tereno. .
La konstruaĵo estas farita de brikoj.
Horloĝa Turo.
Ĝi elstaras el densaj akaciaj folioj, la domo estas farita laŭ rusa maniero. La 

horloĝa turo estas la reprezentanto de Sapporo per sia klasika bela formo. Poetoj tre 
ofte prikantis ĝin.

LAGO ŜIKOCU. 心存

Lu 3 an tagon de r Kongreso ni vizitos, por ekskurso, belan lagon. Ŝikocuko estas 
fama pro la pureco de sia akvo. Sur la trankvila surfaco estas ĵetataj belaj figuroj 
de al montoj Tarumai, Eniŭa kaj Fuppuŝi Nupuri, de kieŝ pintoj supreniras la fumoj.

Sur tiu ĉi lago ni flosigos la ŝipon kaj sur ŝipo ni pasigos la gajan tagon de la 
lasta kongrestago.
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[Klarigoj de fotoj] (De maldekstre dekstren, de supre malsupren ni donas numerojn.
Daisessan (Granda Nega Monto); 2. Me-Akandake (Virina Akan Monto), vulkano; 3・ 

Ezo-Fuĵi (Ezoa Fuji), Makkaridake, bela monto, kiu havas figuron iom similan al la monto 
Fuji; 4. Oonuma Parko; 5. La haveno de Otaru; 6・ ĵoozankei^ banloko; 7. Imperia 
Univers让ato en Sapporo; 8. Gubernatora Oficejo en Sapporo; 9. La urbo Asahigaŭa ；
10. Noboribecu, banloko;11. Karnavalo sur glacio en Sapporo:12・ しa?〇 Dooja<

ĴOOZANKEI.
Ĝi ne estas malproksima de Sapporo; dum ĉirkaŭ unu horo oni atingas al la bela 

banloko, ĵoozankei tre similas al Higasijama en Aizu-tĴakamacu.
Ĉiuj hoteloj en la urbo estas puraj kaj pretaj en diversaj aranĝoj.

・ 关 ・ >

En nia insulego estas tre multaj belaj lokoj, sed mi ne povas ĉi tie priskribi detale 
pro la manko de F spaco. Mi nur mencias iliajn nomojn, kaj rekomenditajn vojaĝpro- 
gramon ekde Tokio, l-a tago: Tokio — 2-a tago: Ilakodate — Doo jako. 3 : Doo jako — 
Muroran ——Banloko Noboribecu・ 4: Noboribecu Asahikaŭa——Soounkjoo. 5: Soounkjoo 
一 Nokkeuŝi — Akan 一 Deŝikucu. 7: Deŝikucu 一 Masu u — Kaŭaju — Kuĉĉaro 一 Bihoro 
—Deŝikucu. 8: Sapporo — Ĵoozankei — Otaru — Hakodate (aŭ Junokaŭa).10: Ilako

date —1L Tokio.
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PLAROLAS

MEMBROJ

規定:匿名のものは沒とす。特に誌上匿名の宓のをのせち 

場合もあち・坏名のものに僵先權を舆ふ

綠化組提唱

原田三馬

ーヶ年一人以上學脅の曲員を紹介するとい 

ふ有志を以て綠化組を組織したいと思ひます 

熱心な同志諸君の參加を希望します。令費は 

無料。入僉及び紹介はその都度 誌上に發表 

してもらひます。御加入の方は學會內小生宛 

御一報を乞ふ。

紀元2600年記念萬國博開催期に 

萬國エス大會を東京に招待せよ

橫濱宮崎武馬

五阈に於けるエス捂運動も年々盛大になリ 

□ っっあるは大いに意を强する次第であ 

るが、未だ相當知笛の士が、認識不足にて無 

關心なるは實に遺憾なる-がである。吾國の同 

志にも活を入れ更に眠れる世人に一大刺戟を 

與ふるに最も適切なる方法は來るべきこの紀 

元二千六百年記念として束京及び橫濱に開催 

せらるる篦國博覽會を活用して是非共蔥國工 

スペラント大會を東京に開催する事の外にー 

寸類例を見るあたはざる事と思ふ。

他の種々なる國際的團體もこの期間に吾圃 

に招聘せらるべく仄聞する故吾等は卒先して 

此の好期に萬國エス大伶を萬難を廢して招聘 

せん事を早速猛運動せられ度く此處に先輦諸 

氏の豫起を促す次第でちる〇

〔事務部よリ〕日不に萬國エス大會を開け 

といふ意見は我國の同志の間で何十年も前か 

ら望まれてゐることで特に昭和15年の萬阈 

博の際に開いてはといふ考へも相は多數の同 

志の支持してゐる所で誰しも双手をあげて賛 

成したい所ですがしかし上く考へてみると仲 

々の難問題ですからみ會としての態废の決定 

は役員命に於てなされねばなりませんが唯こ 

こにはこの問粗について考慮すべき二三の或 

大な點についてか務部としての考へを小述べ 

同志諸君の御意見をうけたまはりたいと思ひ 

ます.

まづ第一に考へるべきは萬國大會はUEA 
の主催するものでUEAのこれに對する規約 

を見ると ~

"Universala kongreso okazas kutime ĉiu
jare kun la konsento kaj la morala aprobo 
de la koncerna landa asocio, la kongreso 
devas esti invitata de la loka esp-istaro. La 
invito estu oficiale subtenata de ŝtata aii urba 
estraro aŭ de grava organizaĵo kiel komerca 
ĉambro, turisma unuiĝo ktp." 
となってゐます。つまり萬國大會をH本で開 

くには1皿血asocioたる學會のkonsentoが 

必要なのは勿論ですがその外に大會の招待は 

公式に國家又は市の當爭者又は商業角議所の 

如き重要機關の公式ら支持をうけてをらねば 

ならぬとなってゐ主す。

これについて昭和15年にひらくとすれば 

エス界の方はまとまっても政府か市の'當局又 

は項國博の如きの公式〇援助をえなければな 

りません。これが一寸面倒と考へます。

第二に考へるべきことは眉規約中に

"La estraro de L*E  \ konfidas la arangon 
de kongreso kontraŭ licencpago al Loka 
Kongresa Komitato''
とかかれてゐることです。つまり大會準備委 

貝會はUEAに對して認可料金を支拂よねば 

なりません〇この額は明示されてゐませんが 

一昨年のストック亦ルム大會■の時は!E Aに 

對し5801.1スイス•フラン出してゐます。¢1 
スイス•フランは目下ĥ本貨 囲位）。これは 

仲々の大金です。これだけの金はエス界であ 

つめることは一寸骨です。

もっとも二千萬饲の經費をつかふ萬國博で 

援助してくれるとすればこの五六壬101位の金 

は間題ではないでせうが。

第三に考へるべき問題は日本でひらいて歐 

米の同志が何人出席できるかの問題であると 

思ふ。餘り出席者が少くては萬國大會の名前 

をはづかしめはしないでせうか。一一般に日本 

で國嗓會議が開かれるといふことはごく近年 

のことで十年も前にはH本で國際竹議なんか 

殆んど夢憩もされなかったのである。それは 

日本が歐米から遠く離れてゐるといふことの 

ためである。ところで一般に公的國際會議の 

如き類はすべて出席者は自國政府乂は大きな 

團體から出張旅費をもらって派遺されてくる 

のだから外國から和當多數の人々が參加でき 

る。だからF1本でひらいても多數參加でき 

る。ところが萬國エス大會には參加者に對し 

て政府が出报旅费を支給してくれそうもな
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し.よし支給してくれるにしても歐洲から日 

本までは旅費も多額だから何人もの旅費を出 

してくれるといふこともできないと思ふ。

瞰洲大戦中米國の桑港で開かれた第 门 河 

更國天金は僅か163名の出彷者しかえられな 

かった。大戰中だからやむをえぬにしても歐 

洲から離れてゐるといふことの爲もあったと 

思ふ。ワシントンでひらかれた第六囘萬國大 

會も357名といふ少數である。それに比して 

歐洲でひらかれる大會は何千名も出席者がち 

るのである。

昭利15年口本へオリンビクツをもってく 

ることに對する歐洲菸國の反對の大きな理由 

は日本は遠くて旅費が餘計かかるといふこと 

にあることにみてもわかる。一昨年の東京で 

ひらかれた萬國赤十字大會にしても米國から 

は相當多數にきたが外の阈の代表者は東京駐 

在の大公使か領事の如きが出席したのが多か 

った事實も滂考になると思ふ。

以上三つの問題をよく爭へて》なくてはな 

らぬと考へます〇

エス理論を新聞へ

東京 宮本義雄

エスペラントといふ名前だけはこの頃可成 

リI世間に知られて來たやうだが、阈際語の本 

質についての理懈は相當な名士といはれる人 

でも成ってわないのが多い。我々はもっと新 

聞雜誌を有效に利用して國際語論を押し出す 

必要がある。現在國語國字論がジャーナリズ 

ムにのり出してゐるが、网際語論だってジャ 

ーナリズムの灿に進出できない筈はない。耍 

は我々のやり力一つだ。エスペラントは物好 

き仲間ガもてあそびものではない答だ。ジャ 

ーナリズムを通してもっと世の中に呼びかけ 

る必要がある。

最近エス;吾の實用狀況臥ニュースとして多 

少計畫的に新聞雜誌に割り込みはじめたが、 

ニュースばかりで-世間に國際語の必要を認 

誰させるには不十分だ。ニュースと相俟って 

論文が出なければ駄目だ。國際語論といふや 

うなものをジャーナリズムに載せる方法を硏 

究しなければならない。

現在の國語械字問題のやうなものだって. 

S語生活の合理化といふ點では我々の趣旨と 

相通じてゐるのだから、このやうな論議には 

どしどし參加して.これを國際語諭にまで發 

展させる二とは可能であらう。現に石黑氏は 

時事新報の•- ーマ字座談會で國帑と國際語に 

ついて強いてゐるし、□本評論の國語國字問 

題座談會では、我々仲間は一人も出てゐなか 

ったに拘らず、話は自然にエスペラントにま 

で及んでゐる。その他、この頃よく開かれる 

色々な國際命議やラヂオの國際放送などの 

temojをとりあげてみても國際語問題を說く 

機食は十分にある筈だ。我々は引込思案では 

いけない。この頃のはやり言葉だが「心儀を 

强く」世の中に働きかけてゆかねばならない。

それから、仲間のものが足並をそろへて國 

際晤のために論陣を張るには學倉の指導が必 

耍だ。一年生のエスペランチストも國際語論 

をふnかざして反對者を向ふにまはして堂々 

と職へるやうに、種木を揃へてお < ことが必 

要だ。これは高級なものから卑俗なものまで 

色々なtemojを捉へて國際語を論じた各種 

のバンフレットにしておくと便利だ。けれど 

も先づ最初には機關誌にこの糧のものを續々 

發表することだ。またロンドン會議とかオリ 

ンビック競技とか、その他新聞紙で見加ける 

日常の出來爭についても國際語と關聯させて 

話題に供せられるやうなものは拔かりなく機 

關誌でとりあげて我々の立場から批判してお 

くことが必耍だ。これらはエスペランチスト 

の話題を要當にL、諭文の材料を供すること 

になるから。それから例へば「國語の五五三 

否五五零の現狀打破」「莒葉の上の平零比率」 

「飜譯はすべてこっち持ち」といふやうれ警句 

めいたものをあつめておくことも有效だ。我 

々の機關誌はこんな力而にも心を配ってもら 

ひたい。

學會會員章が出來ました

久保特使九州訪問の節希望のあった學會會 

员章を今度つくることになり本M立派に出來 

ました。これは會員に無代で御頒ちしたいの 

ですが經寶がありませんから實費50 ¢8 C送 

料3錢）でお頒ちすることになりました。こ 

れは會ロー人ー・個限り會員外には絕對に致り 

ません。

綠星の形の儘で星の中央にESPERANTO, 
JEIと銀色にだしたもの。銀臺ですから優美 

です。安全ビン止めとと背廣用とありますか 

らどちらを御希望か御巾添を乞3 〇

Ia日本エスペラント學會
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內外運動エス展望■"11

本誌特輯號記事日刊新聞へ轉載さる

禹朝報では6月20日から7月2F!まで約二 

週間に辽って本誌二百號記念持輯號中の秋田 

雨雀、鳴海要吉ゝ林高桑、神近市子諸氏の囘顧 

談を轉載した。

猶果京日F!新聞は同じく野原休一氏の囘顧 

談をC學會編輯部で短くしたもの）6月16-18 
Bに亘りのせた。

紙芝居をエス語て

大阪每H紙によれば東京市本所區菊川二丁 
目の本所セッツルメントの兒童係主任Q小野 

一良氏は五ケ年計畫で自轉車で紙芝居をやり 

ながら北米南米をまはりヨーロッパをへて工 

ルサレムへ遍歷厅脚をするとのこと。外國で 

は英語乂はエス語で紙芝居を實演してある 

くと。エス語での紙芝居は同氏を以て元祖と 

すべきか〇

D-ro Takeo Tsukamoto

al Eŭropo
D-ro Tsukamoto, la 

reprezentanto de 
Kanazaŭa Filio de 
Jap. Esp.-Inst让uto, la 
estro de KApoteko de 
Kanazaŭa Medicina 
Universitato, forlasos 
nian landon en la 3-a 
tago de septembro 
(ŝipe el Jokohama

haveno), kaj tuj vizitos Usonon・ Poste 
dum oktobro li alvenos Anglujon, de la 
mezo de novembro ĝis la fino de ĉi tiu 
jaro li restos en Germanujo. En januaro 
li vizitos ltalujon, Francujon, Aŭstrujojn. 
En februaro li forlasos Eŭropon per ŝipo 
ĉe Marseljo.

Li estas fervora samideano. Li publik
igis sian studaĵon en Esperant6 Li estas 
doktoro de farmacio.

Ni petas al la usonaj kaj eŭropaj samide
anoj ke ili afable helpu lin dum lia vojaĝo.

「文學案內」の「國際欄」新設

貴司山治氏の編輯してゐる「文學案內」で 

は・九月號から毎月「國際欄」を設けてエス 

ペラントによる外國からの文學資料をどんど 

ん抿載することになった。同欄は囑託として 

竹內次郞氏が松當し、その内容は外國作家の 

日木文學に對する:s見、感想、外國文學サー 

ク ルの手紙、 外國苦名作家の文學勉强の經驗 

等の豫定であると。

「文學案内」は靑年の間に廣く讀者を持って 

ゐるので、この「國際欄」の新設はエスペラ 

ントの實用性の宣傅上大きな力になるだら 

う。尙ゝ六月末貴司氏來阪の際、竹內次郞、 

野上淸の兩氏は同氏とエスペラントと文學に 

ついて懇談した。時あたかもソブエートの文 

豪マキシム•ゴーリキイの死去した際であっ 

たので、同氏らは「文學案內」ゴーリキイ追 

悼號のため・各自所持のエスペラント通信で 

得たゴーリキイの寫迂を多數提供した。それ 

らの寫眞は同誌を飾ることであらう。貴司氏 

は非常によろこび、更にゴーリキイの死に對 

する外阈勞働者たちの憋想を集めるため特別 

の活動をしてほしい旨希望されたとのことで 

ある。（竹內氏報）

日本式ローマ字仲間のエス語認識向上

口一口字運動の中心Nippon・no・R占mazisya 
へは近頃諸外國から口ーマ字書き圖書雜誌の 

註文が續々殺到する狀況にあるが、同社から 

外國へ向け發送する郵便物の宛名には全部 

Sinjoro又はSinjorojなどとエスペラントを 

用ひてゐる。最新日本式ロ ーマ字の仲間には 

エスペラントに關心をもつものが多くなって 

きたが、同じ言語生活の合理化を志すものと 

して當然のことながら愉快な傾向である。

CRL氏報）

第二囘エスペラント夏期大舉

別項廣吿頁記載の如く今年も8月20 Hか 

ら一週間に亘り第二冋夏期大學をひらくこと 

になった。

今年は地方より上京さるる人々Qために特 

に合宿を世話し且地方より上京滯在の上皆出 

席せるものには會費全額免除の特典あり、詳 

細は廣吿頁をみられよ。

オリンピック招致につき同志に飛檄

1940年のオリンピック開催地招致について
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は、委員會開催日の迫るにつれて、關係各國 

の載爭の激しくなってゆくをりから・學會で 

は.文部省に相談の上、世界各國のエス團體 

およびヨーロツバ各都市のUEA-delegito數 

百名に檄を飛ばし、東京案支持についての助 

力を乞ふた。
このことは、東京日日はじめ多數の新聞に 

報道され、一般に好感を與へた。

イタリーてもエス文案內記

ファッショの國イタリーの情報宣傳省はヽ 

ラヂオその他で、盛んにエスペラントを活用 

して、御S!類筋のナチス•ドイツのエスペラ 

ント抑唯とよい對象をなして、その聰明さを 

賞讃されてゐたが.今度は、同國の鐵道省で 

もこれに劣らずエスペラント活用に乘り出 

し、恢!際蟲光局から、イタリー紹介の美しい 

パンフレット《Oti vi konas Italion ? ・を發 

行した。四六判32ペイヂ、誦雅なグラビュ 

ア脍印刷で、各ペイヂに藝術的氣品に富んだ、 

新鮮潑刺な京眞を入れ、表紙は五度刷・從來 

發行されたエスペラント文觀光案內書中、最 

も美しく、かつ內容のarangoもすぐれてゐ 

る〇 申込先は、Ente Nazionale Industrie 
Turitiche, Ferrovie dello Stato, Romo, Italio.

池川淸氏大會大學て講義

Heroldo de Esp.誌の報道によれば今夏ウ 

ィーン大會にあたり大會大學が開催されるが 

その中にハンガリーの內閣書記官長 Elemĉr 
Hantos 氏が中歐の文化提携について話しル 

ーマニャの前大臣Tranĉu lasi pg 士も講演を 

なすと。猶目下滞歐中の池川淸氏も同人學で 

FI本の救護施設について講演すると。

碳部孃北米エス大會出席

先般渡米の磯部孃は無事桑港上陸7月1日 

から3 1;間デトロイトで開催の北米エスペラ 

ント大會に出席の旨父君宛電報にて通知あり 

しとの事。（岛貫孃報）

同孃上り學會への通信に（ノ、ワイ着前日投 

函〉「大阪商大の學生で3-4年前にエスペラ 

ントをやったといふ人が同始してゐます。あ 

へば bonan tagon で心づよい氣がしてをり 

ます云々」とあった。

福田熊本中學校長

は今度オyンビック見學の爲渡歐されま 

す。が出發をI術にして同校長から熊本エスペ 

ラント會宛エス盒碑??方法について問合せが 

あったので早速訪問した所同氏は旣に明治契 

年ガントレット氏よリ講習をうけた大先竜で 

ある事が判った。
エス書を買人れられたから大いに活用される 

ことを期待してゐる。

日本評論7月號國語國字座談會

日本評諭7月號の「國語・國字を話る座談 

會」記斛中——司會者谷川徹三氏がエス話に 

つき書及し北一那の□本改造法案にエス語に 

っいてかいてゐることをのべてゐる。市・川三 

喜氏は論及を逃げ他の座談者は沈默をまもっ 

た。

名古屋汎太平洋博と獨逸人

旣很明春名古屋の汎太平洋博覽會の記事が 

Heroldo de Esp.誌に出たのを S-ro K lemens 
Wieczorek 氏が獨譯して Reichenberger An- 
zeiger紙C4月26 に紹介しその切拔を 

添付して博覽會事務所へよせた。大岩市長は 

その好意を喜び名古屋圖譜と共にエス文の禮 

狀を7月8 ロ付で送った（矢崎富美人氏工 

ス譯）〇
猶この事につき翳人の同志上烏武氏が大阪 

朝日に提供したためその市內版（7 H12 n） 
に揭載された。

札幌市長より名古屋市長宛照會

札幌の同志が札幌市反に對してエス大會に 

つき同志を歡待されたき旨申出でた結果か先 

般札幌市長より名古屋市に對し昨年の大會の 

例につき種々問合せの照會をよせたとの步で 

ある。 パy 〇,' ：l＞；

衆議院議員並に衆議院議員 

立候補者のエス語に關する意見

（四六判頁ハポイント組〕

今春の總選擧の代議士候補者及びこ 

の7 JJに再度代議士へ問合せた囘答 

（百數十氏）をあつめてノヾンフレット 

にしたもの。御利用下さい。

1部1錢•送料2錢 

CIO部以上送料不要）

日本エスペラント學會
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全國各地報道

投寓注憲:

1.日本文にて・なちべくハガキで•迅速に・嚮率に。

X 締切大お前月］8日（18 B以後到著のものものせら 

ことあり）。

3. 地方盒誌を以て轅道に代ふろをXTo
4. 寫渡疗衷に必ず何の寫專かといふ說明記人の戲。 

««:t返送せず資糾として保存す。

审京 ★lusveld孃来訪—— ？月7日午後 
ネ乐 七時四十五分東京驛着にて京都の同 

志せ蔗君に伴はれて上京した。學會より岡 

本、三宅、萬澤.原田諸氏出迎え一同打揃っ 

て銀座をpromeniする〇 ĉiovendejo松坂屋 

を見物しコロンバンで少憩の後明日の歡迎會 

を約して旅舍たる禁酒ホテルに歸った。

7月8 口。菜養硏究所訪問、學命岡本、三 

宅等と所長佐伯薄士の案內で同所見ひ!。水曜 

例會の講義を中止してTusveld の歡迎會を 

開く、出席者■三十名、而白い歿間や Kant-j 
が出て盛會であった。9日には渡部秀男氏が 

束京市内を案內された。（因に同孃は日光、縑 

倉名古屋を見物し15日頃オランダへ裁られ 

る由）。

★舉會水曜B例會は8月からしa Rabistojを 
講莪の事になりました。（從前通Ŭ小坂、岡本 

兩先生が御拒導下さいます）。

★マルシャーダ•クンシード----目下 Puŝkin
のTri noveloj輪講中。7月7 口、本鄕三丁目 

藪蕎麥にて懇«!會開«!、9月より隔丿J黴關空 

發行の豫定。

★東大震學部~一農學部動物敎室にて8川屮 

初等;寫習開催、每週水、土曜日13時より、使 

用書未定、都下のjunaj biologojの御來訪歡 

迎。問令せは動物舉敎室深谷昌次宛のこと。 

★Iuma Rondo——7月5日午前10時池袋驛參 

集豊島凰へekskur>oo19名參加。第直後池 

の畔で腰をおろし、各自エス語で演說をやり 

komencantojの爲通譯をつけた。猶歌をうた 

ひbabiladoをやり大いに愉快だった〇

Luma Rondoの會合は當分中止との事。 

★實業之日本ピル東京カナ速記學倉主他Q第 

：3囘國語國字問題座談會が6 n 28日石黑修氏 

の國語と國際語についての講演及座談命。 

★6月23日。時事新報社主似口 -マ字問題喘 

談倉あり。13名出席。同志石黑修氏も言語問 

題座談命幹事として出席し討論中エス語問題 

にふれ特に鬼頭、大西、千菜氏等のエス語に 

ふれた話しがあったので種々說明したと。速 

記には十分のらなかったが宮森敎授は席上工 

ス話をやったことありと話された由p
★東京府立第六高女科外エス第習——5 Hか 

ら每週2囘科外として在校生卒業土並に一般 

婦人有志20名のため。講師石黑氏。第一期 

7月13日終了。「エス」誌配布さる。

・が皆 ★横濱エス協僉

む^ g ♦Verda Jupitero----- 6 JJ 18 H （12
名）自由會話。25 H CU名）同。7月2日 

C9名）講習會開催につき協議。

◊7月9日く22名う新川正一氏渡歐歡送會一

金澤エス命坪田君追悼倉・

左より〔前列〕近藤、田中、坪田氏令姉. 

松田、宗廣、由比。〔後列〕伊就、僧、僧、 

坏田氏嚴父、僧、相放、瀨川の諸氏。

金澤エス會第40囘初講紀念

左より〔前列〕吉川、角、高島、福岡、伊• 

藤（秀）、由比、越田、荒間.堀本ゝ佐藤。 

〔後列〕平石、荒木ゝ永島、田中、近薙、篠 

原、伊膝、西村、中上の諸氏。
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世界新敎育會議に出席の同氏及同行の市內浦 

島小學校長平戶氏を送る會を仍勢佐木町「ス 

ポーツ」で開く。雨の屮を東京より、岡本、 

吉田兩氏、橫須賀より松葉、長島兩氏も參加 

され盛會・であった。諸氏の kuraĝiĝi kaj 
bonhumoraj salutojがあって後、新川氏起つ 

て抱負を述べられ、不戶氏もneespistoであ 

るが.「外阈語に自信のない自分が今河の渡歐 

を.決意したのも、h行新川氏のEsp.のuti
leco に信頼したからに外ならない」と述べて、 

一同を喜ばした。1〇時、豪雨の中を散會した 

が、同夜は會議で配る＜l Virina Edukado en 
Japanujo ''を出席者一同に贈られた〇 

◊7月160C12名人自由會話。7丿)23日、防 

空演習の爲休會。

♦VMCA-ESP-Grupo ——暑さにもめげず例會 

は盛んである。YMCAで體育を指導されて 

ゐる廣FH氏がオリムビック見物旁、約1年ヨ 

ー ロッパで體・育方面を硏究されるが・Gru・ 
pano !の好•意で、各地の同志に紹介されたり 

して、氏もEsp.を是非ものにするといって 

獨習書を携へて出發された。

.Rondo Amikino——週例會每木17時上り住 

吉町3丁目メッセンヂヤーボーイ那務所階上 

にて。

♦佛國同志の來濱一16日常地入港のフラン 

ス軍艦ラモット・ビツケ號に乘紐んでゐる 

S-ano Henri Bertelot君を17 □渡邊氏が同 

艦に訪ねた。同夜はYMCAにに於て、ノ、マ 

のS-anoj十數名と交駝された。

★東北學院エス會一6月19日.全 
彳山呈 柬北學院演說會に千葉正一君出席し 

エスペラント演說の第一聲を放った。エス語 

演說は大好評を受け次囘も出場する樣辯输部 

よりの獎めがあり、此れに力を得て一同結束 

して斯話普及に進む事になった。

，九 ★靑森エス倉ーー長島町85葛西藤 
刊杯太氏の盡力によりみ佈特使來訪を機 

として靑森エス會が誕生することになりまし 

た。毎週火木土の晚には會合をもちます。出 

席4-5名。

札幌大會へ參加の本州及びその以西ら人々 

で歸りに當地御通過の力々の御立寄を期待致 

します。なるべく當地御通過のH時を前以て 

我西兄御通知賜らば種々の都台をつけ8 JJ11 
日頃茶話窃か何かをもちたいと思ってをりま 

す。
辰門 ★盛岡エスベラント會一4月24 n 
蛊闽 から開かれた初等講習會が數名の熱 

心なる硏究者を獲得して漸く 6月30日にささ 

やかながら終了、紀念會を持つことが出來た 

〇そして講習會期中休止の形にあった例會が 

7 JJ 8日から華々しく更生の意氣に燃えて 

開かれようとしてゐる時に大川氏肓腸炎にて 

岩手病院に人院、丁度此時 MERは機關紙 

La KIERを改名して新聞紙法による新規則 

によって屆出の必要に迫られてゐる非常卩Sな 

のでヽ編者大川氏の入院は誠にMERの入 

院と等しく、當分の間、MERは絕對安靜 

を要求された形である。

H止门★札幌エス會——〇6月17日集合。 
札阮村山孃達の帶廣エス會訪問報吿あ 

リ。〇6月20 |!〇札幌郵便局より大會記念 

スタンボ作成に關し大讨の說明を求められ 

た〇 ¢6月22日。市役所訪問敎育課長に大會 

に關し會談した。月22日。岡垣氏來札大 

會記念品につき會談。の7月5日。室雜三崎 

氏來札。顧問推戴の爲も博士、東氏等を訪間。 

◊7月8日。春黛赛にて會話練習。

サ［★苫小牧エス曹--- 〇6月24日、
占小仅 岡垣札幌エス前間大會各準備委ロ 

と會見。準備の各細目に就き意見の交換をな 

した。＜＞26日、都合により水曜例會・を本日に 

變更、出席者川原田、田中、岡垣の3名にて學 

今特派使節の來訪に關して下打台をなした。 

◊27 口。初講・出席者9名。07月2日、タ 

刻岡垣當會顧問櫻井氏を同病院に訪ね學角使 

締來訪に關し出;常並に援助方を懇請した。◊ 

4日ヽ室鐵エス估三崎氏來訪特使"程其他に 

就き極々打合せを為した。猶學期末試驗のた 

め工業生の初講は當 分休止することとなっ 

た。日、第三囘水曜例會C19時より)HI 
席五名、特使懇談僉プログラーモ作成、日本 

大會、會强化等の諸問題に就き討議を爲した。 

・叫た ★學會帶廣支部——岡本特使を迎え 
勺亍展るべく打合せ懇談會を開いた。

冷I ★富山エス會一7月4□午俊7時 
ほ'I より富山市柳町善工寺に於て柳町校 

及びハ人町校の5年生中成績優良の少年少女 

16名を集め「エスペラントに關するお話會」を 

開く 〇主催者側よりは岩杉、五艘、窿澤ヽ渡 

部、馬場の5名出席下記の如き順序により開 

會。1.開伶の辭——岩杉、2.國際語エスペ 

ラント----馬場、3.ザメンホフさん----五

搜、4・エスペラント四方山話C最初はエスペ 

ラントにて;)----渡部。子供逹はいづれも工

スペラントに大きな興味を持ちこれが學習を 

希望してゐた。依って當會では近く “綠の 

少年團(verda grupo de geknaboj)"を結成す 

る意向でちる。
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朮タ ★桑名エス・クンシード——例會◊ 
・イ| 5月17日5名。06月7日6名。◊

2!日10名。07月50 6名——講習會5月16 
日より每週一囘H曜日Privat: Kursa Lerno・ 
libroにて。出席者10名內外。◊囘覽雜誌第 

5-7號、成績良好。

北勢エスペランチスト聯盟機關誌HEL
第一號艇生、全文半紙半截100頁。極美!E 

です。希望者にわかちます。

2錢切手10枚同封お申込下さい。 

三更縣桑名郡桑部村桑部 

加藤隆通氣付

北勢エスペランチスト聯盟

一 U 大阪エス會----Komuna V esper-
、収 mango:準備會の相談に基き、市內 

外の學會會員及び其他同志の名簿を作り（計 

128名）、每囘往復端書で案內、返信約過半數・ 

出席者から實費の外五錢づづ集めても缺席者 

宛の通知費用全額を補ひ得ず、OESから補助 

を受けてゐる。但し鐵道同志其他の勞カ奉仕 

等のお蔭で每會合共下記の通り盛會を績け、 

今迄めったに會ふ機會ノ無かった古い先輩や 

新しい同志が段々參會され甚だ好結呆であ 

る。幸ひに支持を賜らんMを希望して止まぬ 
次第。

第一阿4月14 ロザ博士命日を記念し兼ね 

て池川氏夫妻を招き氏の渡歐を祝ひ東京商大 

專門部卒業の吉田氏を歡迎する。C出席41名）

第二囘5月20ロ歐米留學より御歸朝ゐ大阪 

外語敎授淺井惠倫氏夫妻を招いて、和蘭ヽ獨 

逸常在昨年の萬國大會及び地中海周遊談を聽 

く。新人には限りなき好刺戟を、•占參には豊 

富な敎示を含んだ實に有益且面白いお話振り 

で時のたつのを忘れた。熱心なのは更に“ La 
Trapezo で二次囘を持つ。特に先生の「限 

られた報導で外國事情を一方的に速斷する」、 

例へばナチ全盛で中立Esp.運動が全滅する 

等の盲信の危險に就いての御忠言は誠に適切 

有効であった。C出席43名）

第三囘6 }\12日學會大阪支部代表改選兒 

烏壯一氏當選。UEA Delegitoj推戴の件は令 

員證を學會よリ未だ受取らぬ方が大部分で延 

期。阿部氏三省堂大阪支店に於ける普及に就 

いて熱心な報吿あり。有志の Kantoj及び 

Esp. diskoj演奏に販ふ。（出席22名）

O.E.S.例會——各方面とも職務多忙の爲、 

出席者7-11名に過ぎぬが、每週別項琛吿の 

通り行はれてゐる。殊に殘業の爲一時間以上

も遲れても出席さるる熱心な同志が少くない 

来は特遼に値する。輪讚川書 E. Privat: 
Interpopola Konduto.來客 6 JJ 30 日坂井氏 

（東京）7 B ?日赤田氏（京都）。

了；来「 ★京都エス®J5S 7 JJ!日午後七 
从们）時からスター父堂會議室三階に於C 
國際親善及觀光の目的で來朝したオランダ婦 

人Al. D Tusveld孃・の歡迎會を開いた。出 

席者の餘興などもあって盛會であった。

ヽヽ,':-/川牡、:《盘賀エス郵盟 6 JJ 2 口第二 
X貝林囘大會は貴生川から信第へとピク 

ニーコ。信樂驛助役さんである垣內氏が旗を 

持って途中まで出迎へてくれる。愉快にーU 
を過した。

第二囘滋賀エスペランチスト聯盟大令

//・カ期よ ★有田町國際兒童展蓝窪 大牟 
1r.負,赫 川エス會より各阈兒童作品展覽會 

材料を借受けて6 n 24,25の兩日褊岡日|］新 

聞主催のTに展覽會を開催し兩口で千人以上 

の參觀渚あり、盛會であった。種々御援助下 

さった植田半次氏に感謝の怠を表します。（久 

住報）

育F出・學會福岡支凱一6月21日午前九州 
™I，］ 地方族行屮のマラン氏が突然支部堀 

內幹事方を訪問。市內見物に日本內地に於け 

る最後の一口を愉快に過し「美しい藝術と磴 

儀の國日木」へ最大の感謝を殘して夕刻第地 

發朝邸經由Persujoへ向った〇

久ぬ7护・久留米エス龜 事務所を今春 
ノ uf4v來上田氏宅より山市氏宅へ一時移 

轉したが山市氏が赣訪野町2 丁目覺蓮寺へ移 

りしより净務所も同所へ移轉。〇輪讀會—— 

九州翳羽敎慣磯部幸一氏宅（櫛原町4 丁□）で 

每木曜確實に開く 〇 C第三木曜を除く）。◊展 

懂會開催一7月11日より3日間新築落成直 

後の公設市場階上大ホ-ルに於て久留米エス 

會.九州錢專エス會.並に福岡口口後援の下 

に例の大牟山エス會苦心蒐集の萬國兒童作品



33 (386)

及ぶ福日選定の西日本スケッチ展を開他。連 

日滿員。最終日は隣の食堂で代議士、縣議ゝ 

市議、市長・署長等その他の名士の招待宴あ 

りしを以て之等の人が參觀された。人場者延 

一萬二千人。この一擧により我小會の存在が 

一時に市民に關心をもたれる樣になり又今後 

益々エス;堂動へろ導火線となりたるは全く奇 

蹟的のことであった。交これ迄ねむってゐた 

エスペランチストにをよびさきすことができ 

たのはユカイであった。

“未 ★熊本エス倉ーー5月31ロ犬牟m谯
朋不 衣阳エス會主腿肥筑エス人交麒會を

開催した。參加者25名。內宇土エス會より 

2名の卷加があった。高瀨驛集合。雨の爲高 

瀨河畔散策を途中で取止める。會場三井療養 

所の溫泉入浴後、エスベーロ介唱。主催者と 

して大牟田荒木氏の開會の辭。大牟m熊本宇 

土エス命代表のsalutoj.楡快な自己紹介。次 

いで、療養所管理者族渡氏の息'大阪外語卒） 

のエス韶に對する所感が卒i任に述べられた。 

席を改めて會父、賑やかな隱藝、談笑裡に閉 

命。猶餘興として參加者數豫想の懸賞と.大 

牟田植田伶長の好意まるエス語文字合せの福 

引があった。◊初悸エス語講習會を6刀23日 

より（每週火舔、土曜）開講した。講伽は坂峪 

延喜氏。令場は神尾產婆厚校孜室で19時よ 

り〇講習參加者13名。7月25日終了の豫 

定。06 n 8日明年熊本に於ける第14囘九 

州エスペラント大會招待に關する第一囘の打 

合せを神尾甜院で開いた。◊現在熊本エス會 

では四つの講習を開いてゐるがその一段落と 

共に中等講習角を開ffl!する豫定である〇

★加藤氏の働いて居られる熊本電機翁社の女 

净:務員の人逹がエスを習ひたいと先方から加 

蕊氏まで話があったので、熊畫債樂部の圖書 

室でゝ每適冃水金16時より加藤氏が敎へら

れる爭になった。

★熊 隔大では今春入學生にエス話學習希望 

'者募集20名申込ちづたので曲野六良氏が指 

零して講習會をひらいた。

◊處谡養成所並に熊本エス會常設满習會の铠 

柱廣吿が市內十ヶ所に設けられた。

★神尾産婆學咬のエス話敎授は現在生従8名・ 

熱心な同志加磁氏の指導でrekta metodoに 

より每遍JJ水金19峙:より授業を行ってゐる 

が相戡の成績を收めてゐる。皆熱心で尘従の 

力から喜んで、興味を以て勉强してゐるのは 

愉快である。7 jj 8 口水曜より、每週水曜は 

藤芳文子氏 女了・商業學校敎伽［が擔當される

审にたった。

.・汁 ★大連エス會一約半歳の久しきに
人連亘って場所難のため中止中であった 

大連エスペラント會例會は、’哉市一流の小兒 

科醫院院長星直利氏の御好点と、同醫院勤務 

の同志長里德保氏の盡力に依り、更新第一囘 

例會（筒番者•大谷正一）を六月ニチ日土曜日 

定刻十九時より廿四時の丧時間に亘り開催、 

院長星氏の御挨拶ちり、充分にヴェルダ・ア 

トモスフェーロを滿喫して散會した。當日の 

參會者效プログラーモ下記の如し。

參會者•石原匝一・石崎分ー、祈豐巳、寛 

太郎、徳安淸敏、北尾虎男ヽ大神武敏、 

長里徳保、川村辰三郎、大谷正一。

プログラーモ

A 「例會再開に際して」竝

「會務報吿」 北尾虎男

B 「苫小牧工業を卒へて」川村辰三郞 

C Mia edzino naskis Ia trezoron
北尾虎男

D Mil gratulojn al S-ro Kitao
祈豐巳 

E Pri senpermesa traduko 大谷IE — 
F Oni nomas min Uaculon 德安 fiV 敏 

G Mia espero estonta 石临分一 

II Kromsalajro alproksimsgis・
大神武敏 

I 「學會を訪れて」 寛太郞

J 滿鐵エス文案內の反巒渚統計

寛太郞 

K 感想 石原匝一

L 滿洲敎育育兒協會とエス 長里徳保 

役員變更事務擔拓者大谷正一 

會 計川村辰三郞

例 會今後毎適火曜U16峙上りホシ 

小兒科醫院次何當番者石原 

世一

粕讀會一ヶ月三囘ホシ醫院にて、用書 

は學會發行ら文瑟讀本「北歐篇」 

事務所變更以後大連市若狹町三六番地 

ホシ小兒科醫院內在滿の同志竝 

渡滿の同志の訪問を期待する〇

鐵•道・ビ■エ•ス

聯盟本部「□本エスペヲント人會へ」の標語 

をかかげ鐵道部內から參加者を勸誘して居る 

が、何れも劇務に從って居る爲め却々無貨乘 

車證を持つ特權を簽揮出來ない樣である。東 

京から最短時間、最低廉カラヴァーノを募集 

中。
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東京 中等靠習會 例囘の通り初等講習會に 

引蔽いて中等講習を次の逋り開催。講師高橋 

菊藏氏、丸の內鐵道俱樂部、6月16ロより7 
月20日迄每週火金、午後5時一6時半ヽ用書 

學停發行「宽話讀本」受講者14名。

硏究會とNova K・何れも會員から出席4,5 
名で振はず。併し出席者は皆熱心だ。

凰際的鐵道ニュース交換實用Q一方而とし 

て會flが各專門のが柄を受持ち飜譯して外阈 

の同志へ送り、又外國からも同樣のものを送 

って貰ふこの交換事業を開始。

講鐵の同志訪問 淵田多穗理氏5月18（4役員 

會の折訪間され歡談、滿鐵のエス化に協力を 
約す。 ヽ

仙臺 5月よりYMCAに開講中の初等講習 

には鐵逍よりも8名の參加があったのでこの 

新進によって會の隆盛をはかるべく努力中。 

郡山初等講習開那6月9Hより7月31日 

每週火金午後7時より9時迄講師澤栗重雄氏、 

郡山鐵道俱樂部にて、中等硏究會每週金曜午 

後7時よリ開いてゐる。

吹田6 H11日より初等講習を開いてゐる。 

藩師、寺田、山本兩氏ゝ川書小堀著講習用書、 

今迄になく廣範圍な參加者がある。

新聞雜誌とエス

★萬朝嵌（6 }\ 20, 22日）——阈際語30年ーー 

秋川雨雀氏（R・O・特輯號より轉載）

★萬・朝報（6月22,24,25,270）ーー國際語30 
年——嗚海要吉氏C同上）

★萬朗報C.6月28,29, 30 n ）ーー國際語30年 

—林薛氏（同上）

★萬朝報C7月1,2 U）ーー國際語30年—— 

神近市子氏（同上）

★大阪朝日新聞¢7 n 6 口）——聖地へ童心 

の旅、口上もエスペラ・ントばり

★胃界展望¢77號'）ーー醫者とエスペラント 

★時:局新聞〔7月6 ロ）——「人民戰線はイギ 

リスでも進んでゐる」：マンチェスターの勞 

働者Evansの手紙）。「反ファッショ・デモ 

に參加して」C ロンドンのエスペランチスト 

GreenbaumのĵffifR） C竹內次郞氏譯）

★閃光（La Ekbrilo）神戶の勞働者文化雜誌 

「誰にもU1來るエスペラント國際通信」

★早稻H!評論（第i號）----エスペラントに

就いて——相川修氏。

★各務時報（.92號ン岐阜幕農）——エスペラ 

ントに就て• 一渥美氏。

★藝儒打H新聞（7 JJ 6||）——オリムビック

招致につきエス學會が活動（記事）

★帝都日「1新聞C7月6 FD同上 

★東京□日新聞C7月5日）同上 

★市民日報C7月8 H）同上 

・評論新聞（7月5日）同上

★北國夕刊新聞C6月20 B）ーー國境を超越 

したエスペラントの集ひ----30周年記念會

記事。

★萬朝報——日支報善の名案一阈際觀光局 

パンフレットにつき紹介あり。

★i®S&每口新聞（7月10 0）——岡本學會特 

使訪問記事 -•

★市民口報C6 J]18日）-——新川氏敎育脅議 

でエス語で話すとの記事。

★信濃每口新聞C6月29,30»）ーー國際語に 

就て——三宅史平氏

★東京朝日新聞C7月4 ロ）——トルコ風呂 

——齋藤淸衞氏（ラムステッド氏の話）

★新興佛敎新聞（7 B!口）——新秋を期して 

エス研究（記克）、山口便り

★大阪每日新聞C6月2日）山口版——日本 

書記のエス課C野原氏についての記事）

★なんぷうC7月號）ーエス講座C4）

地方會機關誌その他

★A.E.S. （Asakusa Esperanto-Societo）（淺草） 

（創刊號）菊判12頁.淺草エス會の誕生を 

祝して（;岡本）、同（多羅尾人淺草クンシ 

-ドを語る（石黑）、發行所牛込區喜久井町 

34渡部秀男方。

★Orienta Kulturo （束京）C創刊婕）四六倍判 

16頁ヽ活版刷。支那文化の起源（繕木人ア 

イヌ文學槪說C五十凰）・能面C田村）、馬來 

傅說（宮武只其他能面寫位極々入 發疔所本 

鄕開駒込動坂228東洋文史硏究所C定價一部 

30錢•〒2錢”學會取次〕。（全部エス文） 

★Semanto（,宮崎）（35號）菊判10頁。阈 

際語の正字法と日本語の正字法について 

（若木）。

★Semanto く宮崎）（36號）菊判20賀。日 

木エス運動の反省（久保）。!7rso-festo de 
Ainoj C渡部）、我の命ったエスペランチス 

トの印象く瑛九）。

★S Fervojisto （東京Ĵ）＜56號）婦人エス郦 

盟の誕生く萬澤）・人命前奏曲（小坂）。

★H.E.L. C桑名）（創刊號）期判100頁。

Verda Stelo kaj malnova esperantisto （五 

井）、Fionipitu amo （Hukuta）, Printempo 
nin atendas Q松木、加藤ゝ刪出、後藤）。 
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發行所三重縣桑名町字桑名417北勢エスペ 

ランチスト聯盟。

★Verda Haveno C橫濱う（37 號?18 頁、妹 

人エス界展望〔村上う、De merkredo ĝis 
sabato く吉田）〇

^La grandurso C苫小牧）（10 號）14 口。しa 
Suneklipso en Aina ideo （五十嵐）、Vivu 
11 La grandurso （渡部）〇

★La Ora Delfenoく名古屋）（3 號）菊判 24 
頁、Bideto （竹中）、Princidino Margalita 
（山中）。

★Informilo de UEG （宇土）C3 號'）四六倍 

18 頁.Sole と Sola （市原）。.

★La Vinberbranĉo C名古屋）＜3 號）16 頁。 

Laboro de fido （渡部）、De Nordo al Sudo 
05賀）。 ・

★La Suno Ĉ東京）C4 號）6 頁。

★Forta Voko C富山）C7月號）12頁。和文 

エス譯に就て（由比）。

★La Norda Stelo （金澤〉C2? 號）18 頁。 

（坪田一男君迫悼號）噫坪田君（瀨川）。

★La Studento Verda （東京）＜8 號'）菊判 

20 頁。Eseoj （廣岡）。

★Majo （米 f） （2 號）16 頁 〇 Kiel opinias 
niaj literaturistoj （秋田）〇

★La 1 a infbrmilo de L. E. J.（東京）歸人 

エス聯盟結成準備委員會經過報、聯盟事務 

所東京市王子區下十條1159萬澤まき子力。

★Eĥo く岸和 HI）＜30 號、）S-ro Tuzimoto al 
Oosaka.

KORESPONDA FAKO
★S-ro 〇. Isiga, 808, Simo-Otiai, Yodobasi- 

ku, Tokio; dez. krsp. kun Hitleranoj k. 
kontraŭhitleranoj en Germanujo.

★S-ro F. JM. V. Zeland, Roo-Valkstraat 13, 
Rotterdam, Nederlando, dcz. krsp. kun 
fraŭlinoj kun ĉirkaŭ 20 jaroj.

★K-do Kozlov A A U.S.S.R. Voronej-Centr., 
Ul.St. Kazina, 41.kv・ 8. cer. resp.

★Sjo Rooji Si inada,18 Momozono, Nukan 〇- 

ku, Tokio- Jap Dez. krsp・ k・ c.1・ precipe 
k・ Germ. k. Bulg.

★S-ro Hasida-Nobuyuki; Akaoka-rnati； Koti- 
ken・ Jap・ dez・ krsp. k. ĉ.1・

★川崎直一著作目錄＜3935年度）進呈、大 

阪市住吉區濱口町409.
★S-ro B Agren, Bryggaregatan 40, Traelle- 

borg, Svedlando. doz・ krsp. precipe k. 
fervoj istinoj ・

★Al P^scuela Natura, Calle Munisipio,12 
Barcelona （Clot） Hispanujo, junaj lern intoj 
dez. kresp. inter. ŝ. P. K. k. gejunuloj k.ĉ.l.

★S-ro Ashot B. Mkbitarian, Subdirektoro de 
la Banque Agricole et Industrielle de 1' 
Iran, （in fsfaĥon Iran）, Persiijo.

★原稿を送れ!初學者同志の技術向上の爲地 

方文箱誌Provoを出してゐる。誌代無料 

送料2錢。熊本縣宇土町門内市原耿路へ申 

込み下さい。. f遞

★ Jugoslavoj〇 —s-ro Eduardo Vrbanec, Novi 
Varos 34. Varaĵdin印刷勞働者〇 □本の同 

志と各種社會問題につき文通したし。

個 人 消 息

★金澤で大活躍された由比忠之進氏は放送局 

の命令で名古屋へゆかれることになった。目 

下名古屋市南區高田叮2の3淺井氏方に滞 

在。

----------------Anonceto----------------
Argenta Kunsido 臨時會場移轉 銀 

座明治製菓屋內改造に付き8月末迄休業の爲 

A.K.も7月18 H以後8月末迄・銀座五丁目 

不二家（二階）へ移轉。9月よりは舊に復す。

學會水曜例會 今後每月第3例會は時々講【宀1

義をやすみエス語での講演をします。7月15
日には小坂氏の「列車冷房裝置のお話」があ 

った。出席二十數名。（猶當日カゴシマの同志 

四元實氏も出席Salutoされた人

8月は第三09日）は普通にやりますが第 

四（26 B：）は夏期大學の座談會と合併します。
聲無电:L
9も第三水曜〇6、日［は岡本氏の「畫夜用 

心記の中の 挿話のrerakontado C附歌舞伎

の起源）」といふお話ちり。

------------ 感 謝---- -------

學會より各地方會へ最近種々のすりものを 

送ったのでそれに對し

通信費として熊ネエス會より2錢切手50 
枚

,, 宇土エス會より2錢切手25
枚

を御寄附をうけました。ここに厚く御禮申上 

$す。

財囿法人n本エスペラント學會
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ヱスペラント運動後援會報吿（4）

6月14日（火）午後?.00-9.30 梅雨の 

はれた暑氣の强いタ。第四回幹事會。出席者 

美野田琢磨ゝ三石五六ヽ井上顶壽藏、伊藤武 

雄ヽ大木克已、原田三馬・酒井鼎、久保貞次 

郞他に岡本好次、三宅史平氏學會亭務方面を 

代表して出席。

議長ーー久保幹事

報告事項（幹事會承認）

1)6-24 ビラ配布費 1.60
2) 7- 3 オリンビック招致運動各）

新聞社ニュース提供發送 9.00
費歐洲各團體共 丿

3) 7- 6 宣傅チラシ8.000枚 14.25
4)〃 エスペラント槪耍10000部 90.90
5)〃 茅務寶 12.00
6)〃 大朝へ廣吿料 25.20
7)〃 代議士へ問合セ發送料 26.50

（以上原田幹事報吿）

問合せ數

東京日日（6月19 ロ） 280
大阪朝日C7月5日） 200
（2）のオリンピック東京招致運動は我が國 

の全國的熱意のもとになされてをることを、 

エス文で世界各國のエスペラント團髓に「各 

國オリンピック委員にゝ東京案を支持される 

よう盡力を乞ふ」旨の懇請狀を發した。この 

ニュースを216社配布した。東京日々、帝都 

日々、市民!I報、評論新聞・藝備日々、等に 

揭載された。

（4）「エス槪要」の一部事寶は1錢弱であ 

るが、全國エス同志の耍求に應にて、1部5厘

にて配布。他は當會負擔。

探定事項

1) 東朝廣吿費

7月13 H東朝へ廣吿揭載

16.00

2) 改造、中公、文春、ロ評四社へ8 月號
同時廣吿費 60.00

3) 特使派遣費（豫定額） 70.00
（詳細の支出は旅行終了後報吿）。

◎標語募集

エスベラント語を宣傅する上、生き生きし 

てエスペラントの何たるかを把握出來るやう 

な標語を一般に募集することになった。いづ 

れ Revuo Orientaに廣吿される答。

◎エスペラント宣傅に關する小册子の刊疔の 

件如何にすれば锻も要領よく宣傳できるか、 

その具體的力法ゝ材料等エスペランチスト虎 

の卷。これー册あればエス語に關する一般の 

知讖を得又宜傳が出來るといったやうなもの 

を發行する件。（熊缶ゝ計畫委員、坂崎延喜氏 

提案）

提案の「手引」的な書物の必要は以前から 

學今审務所で感じてをったので學會の仕事と 

していづれ近く編纂に着手決定。

◎幹事离橋肇氏一身上の祁合により幹事の辭 

任を巾出られ.幹事會之を承任。後任として 

幹事會では渡部秀男氏を推薦。

後援會拂込濟會費合計

1,303.08圓C7月14日現在） 

ーー7 JJ14日ヽ久保記一

中村淸春氏の計 橫濱エス協會の 

設立その他に力をつくされた熱心な同志中村 

氏は昨年5乃以來病氣療養中であったが去る 

6月15 H永眠された。かへすがへすおしい 

ことである。深く御遺族に哀悼の意を表明し 

ます。 .

關本太郞氏の計京都でながらく 

病氣御療養中だった同氏は5月30日36歳にて 

永昵されたとはかへすがへすも殘念である。

ここに注んで哀悼の意を表したい。猶御令弟 

至氏は今後エス語の研究につとめらるる誓。

小栗峯子夫人の計 もと東京に 
てargenta kunsido等の常連だった舊姓榊 

原峯子さんは先年小栗氏にとつぎ間もなく大 

阪へうつられたのであったが今年6月御產の 

後がわるくてなくなられたのはいたはしいき 

はみでちる。御遺族に深く哀悼の徴意を表明 

します。
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岡本學會特使北海道東北訪問日程
7月24日朝北上13粗市訪問8月17日朝歸京

7月24
25
26
27
28
29
30
31

8月1
2

2金） 

FK 土フ

UCF3）
日5）

U（火）

FJ く水）

"木） 

日（金） 

日『土'）

HCH）
3、non
4

午前10時上野驛發 東北本線にて途中無下車北上す 

午前5時询館着

午前6時陥馆烫 1!時半小樽着

朝小權から札幌へ

午前

午前 

午前

時5分札幌發U時半旭川着

時50分旭川發午後4時35分釧路着 

時釧路發午後〇時38分帶廣着

函館滞在 

小梅滯在

礼幌滞

旭川滞

釧路淞 

帶廣滞

5
6
1
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

注意:

地方會の宛名は次の如くです。

FK水〉

日く木）

IK金）

日（土）

,日:）

日（月）

日（火）

日50
日C木》

日〔金）

日（土）

Hem
日（月）

上の旅程は转別の事情のないかぎり變更されません。猶特使旅行について諸準備中の

時34分帶魔發途中岩見澤邊7
で一泊の豫定 

室蘭には正午頃到着 

午前1!時35分苫小牧發午後1時半室蘭着 

午前10時室闌發午後3時14分札幌着

午前

く日本エス大倉參加）

午前 

午前 

午前 

午前 

午前 

午前 

午前

6
5
5
6
9

蘭滯•在

小牧滞在

［大命合宿に宿泊

午後9時17分札幌發

時25分画館着午後12時30分の船で靑森へ 

時靑森苗

時30分靑森發午前9時30分秋田養

時秋田發午前U時23分盛岡莆

時33分盛岡發午後〇時39分仙臺着

10時仙墨發午後2時郡山着

0時46分郡山發歸京

滞在 

滞在 

滯在 

溢在

IK火）

J

在

7

5
9

室 

苫

在

在 

在

★函館市——エビス町52小田・岛茱方函館工 

ス會 •

«小樽市 綠町4の1坂ド淸一方小桁エス
協會 '• '

★札幌市——南4條西14 丁目相澤治端力札 

幌エス會

★旭川市------條通7丁目木津義雄力旭川工

ス會

★釧路市——大町4の2齋麓賤院内丹貞一氣 

付釧路エス命

★帶廣市——西3條8丁目塚田勝方帶虞エス會

★茗・小牧町——大町47岡垣千一郎氏方苫小

牧エス會

★室蘭市一 一室蘭市札鐵局室闌車掌所室闌鐵

道エス會

★靑森市——長島85葛西藤太方靑森エス會 

★秋圧市——手形谷地町上丁中田勝造方秋田

エス會

★盛岡市——內丸311井川靜方盛岡エス诉

★仙臺・市:一元寺小路189菅原慶一方仙臺工 
ス會, ，、「"宀こ/辛

★郡山町——郡山檢車所內郡山鐵道エス會

北海道の舉會々員各位へ 學會特使の旅程中8月4,5,6日の分は上の如く變更なりました。 

なるべく御都合おつけドさって、iよりの會の懇談會へ御參加ドさい。
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段平館 ——日 程

綠の都札幌へ
第廿四囘

日本エスペラント大會 

第五囘

北海道エスペラント大會

—出席記念品

第1日8月8日＜.±）
於グランドホテル

10.09 受付開始 ,

12.30—14.00 大會發會式

14.00 —14.30 記念撮影

14.3〇—16.00 日本工スペラント學會總會

16.00—18.30 大會協議會

19.00— 懇親晩餐會

第2 B 8月 9日C日）

於豎平館及今井記念館

9.00—10.30 第5囘北海道エス大密

10.30—12.30 分科會

12.30—13.30 畫食

13.30—14.30 分科會眾吿

14.30—16.30 大會大學

19.00 普及譴演會

第3日8月 10 B〔月）

7.00—16.00 支笏湖へ〔表紙寫凑參照〕

•・參加費槪算ーー

1.參加費 0.50
2.吨餐會费 1.50
3. Ekskurse> 2 00
4. 記念寫眞代 〇・3〇

5. 宿泊一泊朝金付!・〇〇

尙參加番號は參加費受領順であります。

——徽章色分け—

前大?會の例に做ひ今年も大命徽章の一部に 

目印を付けて參加者の級を區別することにし 

ましたから假令初學者であらうと支持者であ 

らうとどんどん參加下さい。

——記念ヱハガキ——
大會記念品としてエス文說明入の記念工ハ 

ガキを發行いたします。内容は北海風景中よ 

り選び六枚一組で參加巾込者全部に贈呈いた 

します。が大會土產品として又海外通倍川と 

して多數お買上げを願ひます。（價 龙錢）

大會出席記念として、アイヌの手になる木 

彫の熊を出席されたカ々にお贈り致すことに 

なりました。札幌大會出席記念としてあなた 

の机上に永く飾られることを希みながら。

——記念スタンポ——

大會記念スタンボの外に札幌郵便局が特に 

製作した大會記念スタンボがあります。折角 

諸氏の御使用あられんことを願ひます。

ーー展魔巒開催ーー

普及講演會と並行して、エス展を札幌丸養 

二階で開催することになって居ります。若し 

特殊な材料をお持ちの方は何卒ね•貸しドさい 

ます様お願ひいたします。

——北海道遊覽券の利屁——

束京の同志逹はkaravanoを紐織して大擧 

大會地札幌に乘り込むとのことですC7日午 

前10時上野發8日12時14分札幌着）。これは 

北海道遊覽券の利用によるものでC本誌前號 

參照）同樣力法が名古屋大阪よリも出來ます。

同志の參加を切に待つ
今年の大角もあと十幾日かの後に迫って來 

ました。此北海道にとっては哉初であるこの 

大會を少しでもよりよくするために、私逹北 

海道の同志は乏しいながらもその一人一人の 

血の滲むやうな努力を積み重ねて準備を進め 

て來たのです。しかしこの努力も同志諸氏の 

熬意ある參加に依ってのみ酬はれるのです。 

私逹はこの大倉がよしや私逹の乏しい努力の 

結品であらうとも、あなたのエスペランチス 

卜としての生涯に贈る唯一の永遠の花朿であ 

らうと信ずると共に、諸氏の參加をひたむき 

•に待ってゐるのです〇

札幌市南四倏西十四丁目

第24回日本エスペラント大會準備委員會 

・ 振替小樽18763番
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エスベラ ント夏期大學冬邑

ハ月二十日から二十六日まて

今年度は昨年度とは,科目と講師を大部分變更して,下記 

の通う開きます。新しい人々は勿論，昨年度出席の方々も 

ぜひ御參加あれ。

8月20日エスペラント語學

21B ザメンホフ硏究

22 B エスペラント實用の諸問題

23日エスペラントと科學の問題

川崎直一氏

岩下順太郞氏

24
25

エスペラ

エスペン

26 エスペラ

ト反譯實驗

ト單語學

トと敎育の諸問題

磯崎 巖氏 

前 ro 勤氏
村田正太氏 

中垣虎兒郞氏

丸山丈作氏

日

日

日

ン

ン

ン

岡本好次氏

丸山校長の講話後,同氏を中心に，久保貞次郞氏司會のドに 

座談會。

上の他に,地方からの參加者五名以上の時は,特にそれら 

の人8のため，每日一,二時間づつ,下記のやうな特別講 

座を開きます "、、二•ハ

その他交涉中

題未定くエスペラントで） 小 坂狷 二氏

題未定C 〃 ） 佐 々城 佑氏

エスペラント語史 高 木 弘氏

エスベラント文學論 三 宅史 平氏

題未定くエスペラントで） 久保貞次郞氏

會 費 二圜（地方から上京の人々には會費免除）

三】 財團法人口本エスペラント學會階上場

申込開講當日までに學會あて屮込みのこと。（開講當日 

も受附。ただし地方からの參加希望者はなるべく早 

く も中込みのこと）a *

宿 舍 朝夕矣附一泊一圜の宿舍あb。書食十五錢からあ。。



再着洋書特賣

今囘入荷の洋書を特賣いたします。定價そのものが時價に比べ

て遙かに低廉であるのを，さらに高率の割引によって提供でき

るのは特殊の方法によって輸入したからで,その方法の性質上

大址輸入が不可能のため, 各一定部數を限って提供。締切は9

月末日,ただし豫定部數賣切のばあひは期間中でも締切。ます。

書 名

しBela Joe有名な犬物語

„ 上製

'Dormanto Vekigas
” 上製

"Fanny米女流作家の傑作

Luno de Izraelハガアドの傑作

,'- ” 上製

Pinokjo イタリの名岛い童話

6

特價部數 定價 特價 送料

10 1.90 1.40
n
6

5 2.70 1.90 8

5 1.90 1.40 6

3 • 2.70 1.90 8

10 3.00 2.50 8

5 2.70 1.40 6

de nia sinjoro
Viro el Francujo 探偵小說

Millidge : Esp. Eng- Dictionary

6

6

3 3.60 1-90

15 2.70 1.40

10 3.60 1.90

10 5.50 4.00

5 4.40 3.50

10 3.00 250

10 6.30

20

10

500 18

谿 財團 
法人 H本エスペラント學會 竜話小石川5415番

振替東京11325番



下記の部數限b特賣いたします。賣切れぬうち至急 

御注文ください。特殊な方法による輸入品ですから 

限定部數賣切後は，定價に復します。

SANKTA BIBLIO
定價 特價 送料

ク ロ ス 裝 （2〇部限） 4.50 3.50 21
天 金 (5 ”) 6.30 5.00 21

ペ ノレ シャ 革 (3 ”) 9.20 7.00 21
モ ロ ツコ 革 (1”) 15.00 11.00 21

NOVA TESTAMENTO

60錢•送料21錢

並 ・製 （2〇部限） 0.40 0.30 2
クロ ー ス裝 (1〇 „ ) 0.75 060 2

リイ ンド紙 （5 ，，） 1.50 1.20 2

革裝・ (3 ”) 2.20 1.80 12
ペノレシ ヤ革 (2 •”) 4.50 3.50 12

Kataluna Antologio 3
長らく品切のところ，少部數入荷いたしました。至急御注文を。

3圓60 錢
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Ĉeĥoslovaka Antologio 
v Baghy: Sur Sanga Tero
Oppenheim: Ora Stuparo

vŝtorm: Du Majstro-Noveloj

2圖・送料6錢

•送料8錢

上2圓30錢•送料6錢・並1圓30錢・送料4錢

Vila Mano
・送米斗6錢・並1 30錢・送料6

ノ^ulthuis:

東京本鄕 電話小石川5415番
振替東京!1325番日木エスペラント學會



和文エス譯の講評

エスノヾ ラ ント
ハ月號 主要内容

前置詞略解・ DE 小坂狷二

文の形態と分類 倉地治夫

私とエスペラント 屮垣虎兒郞
——自由作文の講評

寫眞雜誌から 三宅史平

日本のエスペラント運動 高木弘 

北海道（地力會を中心として）沼山芳藏 

夏旅の轍惑,北海道へ 大會準備委員會

ラブランド 初等よみもの

大空の驚異 名作映畫物語

樂しき漂泊人（唱歌）川村信一郞

北海道の日蝕 

鐵道エスペラント運動 

エスペラント時代

泉茂雄 

小松文夫 

相澤治夫

質疑應答 岡本好次
推薦・夏のよみもの

定價20錢•送料5 ® •見本切手10錢
小坂狷二・イソップ物語 

初等用對譯・ 25錢・送料2錢 

下村芳司•エスペラント童話集 
初等用註付・ 60錢・送料4錢 

小坂狷二・スラブ篇 
中等程度・ 25錢•送料2錢 

川崎直ー* •フランス篇 
中等程度• 23錢・送料2錢 

三宅史平・沙翁悲劇篇 
高尊程度•• 30錢・送料2錢 

高木弘.・北歐篇 
中等程度• 25錢・送料2錢

Ŝ?日本エスペラント學會
東京本鄕元町 振替束京11325祈

山田弘・東洋の俠血兒 
長谷川伸原作・ 45錢•送料4錢 

大崎和夫、・海・神丸 
野上彌生子作• 40錢・送料4錢


